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徹底的な有限性 ―ハイデガーと京都学派の哲学 

           ハンス=ペーター・リーダーバッハ／ 訳 八木 緑 ...... 95 

 

Arendt, Heidegger, and the Western Philosophical Tradition 

                            Dana VILLA  ..... 114 
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Dwelling and Speaking 

― A Question to the Crack and Silence in Michiko Ishimure’s Kugai jōdo 

(Paradise in the Sea of  Sorrow) 

 

Akihiro MIYATA 

 

This paper aims to consider the possibility of  "pondering the abode 

(ἦθος) of  the human being" that Heidegger designated as the task of  

"originary ethics (die ursprüngliche Ethik)" (GA9, 356), especially in our 

factual situation. Heidegger addresses this task by providing insight into 

the condition of  "homelessness (Heimatlosigkeit)" and listening to "poetry 

(Dichtung)." He writes, "poetry is what really lets us dwell (Dichten ist das 

eigentliche Wohnenlassen)" (GA7, 193) and "rightly considered and kept 

well in mind, [homelessness] is the sole summons that calls mortals into 

their dwelling" (GA7, 164). Therefore, we aim to reveal the meaning of  

Heidegger's suggestion on the one hand and open up the possibility for us 

to "learn to dwell" on the other hand by taking up a poetic narrative and 

listening to it. For that purpose, this article deals with Michiko Ishimure's 

Kugai jōdo (Paradise in the Sea of  Sorrow). The work has been highly 

estimated not only as a documentary on the Minamata Disease but as 

literature: the "oral transcription" in which patients describe the beautiful 

lives lost in their homeland in a dialect tells us the deep sorrow with a 

sacred image. By tracing the "silence" and "crack" inscribed in the work, 

guided by Heidegger's suggestion, we attempt to read the pain of  the 

multilayered "homelessness" and explore the path for ourselves to "ponder 

the abode." 
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意識の故郷であれ、実在の故郷であれ、今日この国の棄民政策の刻印をうけて潜在スク

ラップ化している部分を持たない都市、農漁村があるであろうか。このような意識のネガ

を風土の水に漬けながら、心情の出郷を遂げざるを得なかった者たちにとって、故郷とは、

もはやあの、出奔した切ない未来である。 

地方に出てゆく者と、居ながらにして出郷を遂げざるを得ないものとの等距離に身を置

きあうことができれば、わたくしたちは故郷を再び媒体にして、民衆の心情とともに、お

ぼろげな抽象世界である未来を、共有できそうにおもう。その密度の中に彼らの唄があり、

私たちの 詩
ポエム

もあろうというものだ。そこで私たちの作業を記録主義とよぶことにする…

… 

（石牟礼道子『苦海浄土』「あとがき」）  

 

 

序 

 

ハイデガーの「存在論」は「倫理学」による補完を必要とするのではないか。このよう

な疑念に答える形で、「『ヒューマニズム』についての書簡」においてハイデガーは次のよ

うに語る。即ち、エートス（ἦθος）という語の根本的な意味に従って、倫理学（Ethik）が

「人間の滞在・居住（Aufenthalt）を熟考する」ものでなければならないとすれば、彼の思

索はまさにそのような課題を遂行する「根源的倫理学」に他ならないのだと（GA9, 356） 

1。

この言葉を裏付けるように、以降のハイデガーはますます明示的に、人間の本質を「住ま

うこと（Wohnen）」に即して思索するという課題に取り組むようになる。 

とはいえ彼はそこで、「いかに住まうべきか」についての具体的な行為の規範を示すとい

うわけではない。勿論「具体的な行為の規範」などを拙速に求めることは、ハイデガーの

思惟の道にとってまさに戒められるべき態度でもあろう。だが彼の思索がどうすれば我々

にとっての倫理を示すものになるのか、はっきりしないのも確かである。この空白地帯を

引き受け、いかなる倫理学が彼の思索から敷衍され得るのかを検討することは、ハイデガ

ー研究において一つ大きな問題となってきた2。 

しかしここで、ハイデガーの著述から何らかの普遍的な倫理学を敷衍しようと試みるの

ではなく、寧ろこの空白についての戸惑いを一つの単純な問いに言い換え、出発点として

はどうだろうか。即ち、我々自身の事実的状況において、我々はいかに「居住を熟考する」

ことができるだろうか、それもハイデガーの思索を引き受けつつ―と。 

この課題にとって道標となるのは、ハイデガーが「住まうこと」を「詩作」の言葉を通

じて、また特に「故郷喪失」という事態を取り上げつつ考察していることである。ここで

「詩作」というのは単に文芸活動の一領域というのではないし、「故郷喪失」もただ偶然帰

るべき場所を失うといったことではない。両者は我々の「住まうこと」にとって本質的な

 
1 ハイデガーからの引用はクロスターマンの全集に拠り、略号 GA と巻数にページ数を添えて示す。 
2  代表的なものとして例えば次のものが挙げられる。Werner Marx, Gibt es auf Erden ein Maß? : 

Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik. Felix Meiner, 1983. 
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契機であり、深いところで互いに密接に結びついている。即ち第一にハイデガーは「詩人

的に人は住まう」というヘルダーリンの（自己言及的な）詩句を参照しながら「詩作する

ことは本来的な住まわしめること（Wohnenlassen）である」（GA7, 193）と述べ、彼自身が、

詩において言われていることへの聴従を目指すのである。また彼は「住まうことの本来の

困窮は〔…〕死すべき者たち〔＝人間〕が住まうことをまずもって学ばねばならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とい

うことに存する」のであり、「故郷喪失は、正しく熟考され、よく心に留められれば、死す

べき者たちを住まうことへと呼ぶ
．．

、唯一の言い渡しである」（GA7, 164）と言うのである。

以上を仮に纏めれば、ハイデガーの示唆するところは、詩作を通じて故郷喪失という事態

を正しく洞察し、そこから我々は住まうことを学ばねばならない、ということになろう。

これを承けて我々は、「住まうことを学ぶ」ため、ある詩作的な言葉への聴従を目指し、以

て我々自身の「故郷喪失」を熟考する可能性を拓きたい。本稿が取り上げるのは、石牟礼

道子『苦海浄土』3の言葉である。  

あらかじめ注意すべきは次のことである。即ち、ここで目指すのは決して、ハイデガー

の哲学を石牟礼のテクストによって例証するとか、逆に石牟礼の思想をハイデガーの言葉

によって顕彰するといったことではない。そうした試みは結局、言葉を表面的に扱い、事

柄そのものを閉ざすことになりかねない。両者の言葉遣いに見られる照応は、あくまで我々

自身が思索するための「目配せ（Wink）」とすべきである4。 

 

本論は以下のように展開する。第一節では、ハイデガーの 1950 年の論考「言葉（Die 

Sprache）」に導きを得ながら、『苦海浄土』に固有の性格を与えている「聞き書」について、

これが言葉としてどのように働くと考えるべきか分析する。ここで浮かび上がる課題は、

その言葉が呼びかけている世界の「不在」ないし「遠さ」をどう理解すべきか、というこ

とである。第二節では、ハイデガーが「痛み」と呼ぶものを手掛かりにその「不在」の性

格を明らかにし、また石牟礼がどのようにその世界に接近を試みるか検討する。だが最終

的な課題は、我々自身がどのようにそれを経験し得るかということである。第三節では、

『苦海浄土』に刻まれた「沈黙」や「亀裂」に耳を澄ますことを、我々が言葉によって「住

まうことを学ぶ」ための要請として明らかにする。  

 

 

第一節 「聞き書」における物と世界への呼びかけ 

 

『苦海浄土』は 1969 年に単行本として出版され、水俣病の被害者の窮境と、原因企業チ

ッソおよび国家の責任とを訴えるドキュメントとして、当時公害問題への関心の高まって

 
3 以下、『苦海浄土』の参照は講談社文庫（新装版）に拠り、引用のページ数は本文中に（『苦海浄

土』、ページ数）と示す（石牟礼道子『苦海浄土』講談社、2004 年）。ただし後に書き継がれた第

二部・第三部の参照は以下に拠る。石牟礼道子『苦海浄土 全三部』藤原書店、2016 年。  
4 ハイデガーと石牟礼の両者を主題的に取り上げ論じた研究としては、後藤嘉也氏がハイデガーの

「四方界」に即して石牟礼の描く世界を捉えている。後藤嘉也「天と地のあいだに、死すべき人々

の一人として」『ハイデガーとともに、ハイデガーに抗して：無意味な世界における意味の誕生』

晃洋書房、2017 年、172-93 頁。  
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いた日本社会の耳目を集めた。そこには石牟礼自身による状況の描写ばかりでなく、医師

による報告書や当時の市議会の記録などもテクストとして収められているのだが、これが

単に時事的な告発のドキュメントとしてでなく、一個の文学作品として高く評価されてき

たのは、患者の語り5を方言で語られたままに書き取った「聞き書」によるところが大きい。  

ところが、1972 年の文庫版巻末に付された渡辺京二の「解説」によれば、実のところこ

の「聞き書」は必ずしも患者の語りを正確に書き取ったものではなく、寧ろ石牟礼による

創作を含むものであるという6。このことは、『苦海浄土』が現実の事件の成り行きを描き

出すものであり、患者が現実に存在する人々である以上、倫理的な問題を惹起せずにはお

かないだろう。果たしてそのような仕方で患者の体験を代弁することは許されるのか、と。

他方、このことは読者の側にも戸惑いを引き起こす。もしこれが患者たちの語りでないと

すれば、我々は何者の語りとしてこれを受け止めればよいのか。そもそもこれは何を語っ

ていることになるのかと7。 

我々はここで「聞き書」の言葉としての
．．．．．．

性格を、ハイデガーの示唆に従いつつ考えてみ

たい。 

論考「言葉」においてハイデガーは、言葉をひとえに言葉として受け止め考える方途を

探る。この試みにとって、言葉についての従来の規定―内面的なものを表現し伝達する

外面的なもの・人間の活動の一つ・現実的なものおよび非現実的なものを表象し描出する

こと―は斥けられねばならない。何故ならこれらは言葉をいわば人間の扱う道具として

捉えているからである。それに対しハイデガーが自らの道行きの目印とするのが、「言葉が

語る（Die Sprache spricht）」という命題である。彼はどこかある観点から言語について観察・

規定するのではなく、まさに言葉が語るという事態に接近することを目指すのである。ハ

イデガーは「純粋に語られたものとは詩である」と述べてトラークルの詩「冬の夕べ（Ein 

Winterabend）」を取り上げ、その言葉を聴き取りつつ思索を進める。その末にハイデガーは、

「人間は、言葉に応答する（entsprechen）限りにおいて語る」と言うに至るのである。そこ

でまずは、ハイデガーがどのように詩の言葉の働きを分析するか確認したい。  

ハイデガーの分析を一貫しているのは、詩の言葉が「呼ぶ（rufen）」ものだとする洞察で

ある。日常生活において言葉が「呼ぶ」という働きを持つのは例えば人の名前を呼ぶとき

 
5 ここで「患者」と呼ばれるのは、必ずしも医学的な診断を得ていたり、補償と紐づけられた認定制

度によって認定されたりした人々に限られない。以降、石牟礼の使う言葉でもあるため「患者」と

いう語を用いるが、これがあいまいな意味の語であることは銘記しておきたい。  
6 このことから渡辺は、この書が決してルポルタージュや聞き書ではなく、寧ろ一個の「私小説」で

ある、と位置付ける（渡辺京二「解説 石牟礼道子の世界」『苦海浄土』、369-71 頁）。 また石牟

礼自身が後年自伝の中で、聞き書を書くにあたって患者の家を「一軒ずつ巡ったのではない」と記

している（『石牟礼道子全集 不知火』別巻、藤原書店、2014 年、301 頁）。 
7 佐藤泉は、渡辺による「私小説」という規定を問題視しながら、そもそも語りの主体を個人として

措定する仕方そのものを問い直さねばならないと指摘している（佐藤泉「『苦海浄土』のさまざま

な栄耀栄華：「聞き書」の主体とはだれであるのか」『敍説Ⅲ‐09』花書院、2013 年、24-39 頁）。

というのも、語ることはそもそも聞き手を必要とするのであり、語りとは既にして「語り手」と「聞

き手」とによる共同的な営みであると考えねばならないからである。この示唆に従えば、我々は「聞

き書」を、患者と石牟礼とによる共同的な表現として受け取ることになるだろう。しかしこの場合

でも問題は残る。というのも、その語りにおいて理解されるべき、患者と石牟礼との共同行為によ

って媒介ないし生成された「患者の体験」というものが一体何なのか、ということは明らかでない

からである。  
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であろう。そのような言葉の働き方は、例えば科学的な陳述が世界の事実との対応におい

て意味を持つような仕方とは異なっている。その違いをここで闡明はしないが、しかし詩

においては名前のみならず文もまた「呼ぶ」という働きをするのだということを、念頭に

置くことは有効だろう。  

「冬の夕べ」の初めの詩節は雪や鐘の音、食卓といった物を名指し、その名指しにおい

て物を呼んでいると言われる。 

 

Wenn der Schnee ans Fenster fällt,  雪が窓辺に落ち、  

Lang die Abendglocke läutet,  夕べの鐘長く鳴りわたり、  

Vielen ist der Tisch bereitet 世の人多くに食卓は整い  

Und das Haus ist wohlbestellt.  家うちよく設えてありたり。8 

 

呼ぶとは、呼ばれるものを近付ける（näher bringen）ことである。だが勿論、詩において

呼ばれる雪や鐘の音が、この詩を読んでいる講堂に現前するわけではない。寧ろ、それら

が現前せず不在に留まるということが、詩の「呼ぶこと」にとっては本質的ですらある。

呼ぶことは、こちらへ呼び寄せる（herrufen）ことであると同時に、向こうへと―「呼ば

れるものが不在のもの（Abwesendes）として滞留しているような遠さ（Ferne）へと」―

呼びやる（hinrufen）ことでもあるのだ。それゆえ、この詩において物を呼ぶことは、確か

にある場所へと来るよう呼ぶことなのだが、その場所とは「不在のうちへ守られた現前（ein 

ins Abwesen geborgenes Anwesen）」であると言われるのである（GA12, 19）。 

ただしそこで呼ばれる物は、それだけで独立して存するのではない。物を、主体によっ

て表象される「客体」などではなく、あくまで「物」として捉えようとするハイデガーの

思索は、それが出会われてくるところの世界との連関において、物を捉えるよう指示する。

ここで「世界」と言われるのは、天空と大地、神的な者たちと死すべき者たちの四者から

なる「四方界（das Geviert）」であり、物はその四者を自らのもとに集約する（versammeln）

ものだと考えられるのである。論考「物」での例を挙げるならば、水瓶（Krug）は、天空

から降り注いで大地に受け止められた泉を汲み出し、その水を人間―死すべき者たち

―へと注ぎ出しては与え、あるいは神前に捧げるものである（vgl. GA7, 174f.）。このよう

にして、「物は四者からなる四方界を、己のもとに留まらせる（bei sich verweilen lassen）」の

である（GA12, 19）。ただしここでは、世界が物と別箇に存立しており、それが後から物の

もとに集約される、などと考えられているのではない。寧ろこの集約（Versammlung）が初

めて物を物たらしめ、同時に世界を世界たらしめるのである。このような物と世界との関

わりを、ハイデガーは「親密さ（Innigkeit）」と呼ぶ（GA12, 22）。 

従って、詩において物を呼ぶことは、同時に世界を呼ぶことでもあり、そこで世界と物

との「親密さ」を生じさせることでもあるとされるのだ。注意すべきは、このような世界

と物との関わりは、それを外から見渡し得るような立場から観察・報告されるのではない

 
8 邦訳はハイデッガー全集の邦訳に倣う。マルティン・ハイデッガー『言葉への途上 ハイデッガー

全集 第 12 巻』亀山健吉訳、創文社、1996 年、9-10 頁。 
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ということである。そこでは我々自身が「死すべき者たち」として四方界の一端を担って

おり、そのようにして物のもとに留まる者となる。物のもとに留まることにおいて、我々

は大地の上に、天空の下に、神的な者たちの前で、暮らしていると言えるのである。そこ

での我々自身の物への関わりを「親しみ」9と呼ぶこともできよう。このような立場に立ち

つつ、我々は物と世界とを呼ぶのだ。翻って言えば詩作とは、そのような関わり合いを性

起せしめる根本的な出来事であると言えるだろう 10。 

ハイデガーはこのように、詩における言葉を「呼ぶこと」として分析する。彼の分析は

詩節を追ってさらに展開を見せるが、ひとまずここまでを念頭に、「聞き書」の言葉に耳を

傾けたい。それは例えば次のように語り出される。  

 

ここではすべてが揺れていた。ベッドも天井も床も扉も、窓も、揺れる窓にはかげろうがくる

めき、彼女、坂上ゆきが意識をとり戻してから彼女自身の全身痙攣のために揺れつづけていた。

あの昼も夜もわからない痙攣が起きてから、彼女を起点に親しくつながっていた森羅万象、魚た

ちも人間も空も窓も彼女の視点と身体からはなれ去り、それでいて切なく小刻みに近寄ったりす

る。  

〔…〕  

「う、うち、は、く、口が、良う、も、もとら、ん。案じ、加え、て聴いて、はいよ。う、海

の上、は、ほ、ほん、に、よかった。」（『苦海浄土』、148f.） 

 

こうしてゆき女は、かつての満ち足りた生活を語り出す。そこでは「海の上」が、彼女

の暮らしていた世界として呼びかけられるのだ。どのようにしてか。「親しくつながってい

た森羅万象」に呼びかけることによってである。  

 

うちはどげんあの舟ば、大事にしよったと思うな。艫も表もきれいに拭きあげて、たこ壺も引き

あげて、次の漁期がくるまではひとつひとつ牡蠣殻落として、海の垢がつかんようにていねいに

あつこうて、岩穴にひきあげて積んで、雨にもあわさんごとしよった。壺はあれたちの家じゃも

ん。さっぱりと、しといてやりよった。漁師は道具ば大事にするとばい。舟には守り神さんのつ

いとらすで、道具にもひとつひとつ魂の入っとるもん。敬うて、釣竿もおなごはまたいでは通ら

んとばい。（155）  

 

ハイデガーの示唆に留意しながらこの聞き書を読むと、これはなるほどゆき女の内面を

 
9 ここで「親しみ」と呼ぶのは、例えば「芸術作品の根源」における道具の「信頼性（Verläßlichkeit）」

や『存在と時間』における世界への「馴れ親しみ（Vertrautheit）」といった概念を念頭においてい

る。ハイデガーの「物」へのアプローチが一貫してこのような立場で試みられていることは、例え

ば E. Kettering が指摘している（Emil Kettering, NÄHE: Das Denken Martin Heideggers. Günter Neske, 1987, 

S. 227-9）。  
10 ここには一種の「循環」を見て取ることができる。というのも、詩において物に呼びかけること

が四方界を結集せしめるのだが、他方でこの呼びかけは既に、人間の四方界への帰属を「前提する」

からである。ここで循環のように見えているのは、「人間は、言葉に応答する限りにおいて語る」

という事態であると思われる。  
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表現するというより、かつての生活において親しんでいた物たち―漁具、舟、魚たち 11

―を呼び、またそのような物たちとの関わりにおいて彼女が属していた世界を呼んでい

ると言える。「聞き書」は、失われた「物との親しみ」および「世界と物との親密さ」を、

言葉へもたらしているのだと言えよう。物が集約し、己のもとに留まらしめる世界を「四

方界」と呼ぶべきならば、そこにはこの場合海も属していると言えるだろう。魚は海から

やってくる。また一方で「江津野の爺さま」が言うように、「魚は天のくれらすもん」でも

ある。「天のくれらすもんを、ただで、わが要ると思うしことって、その日を暮らす」とい

う無上の「栄華」が、「海と空の間」にあると語られるのだ（221f.）。そのような暮らしを

営む舟には、「守り神さん」がついている。その舟や道具を敬うという仕方で、彼女らはそ

の世界に属する。このようにして舟や漁具や魚は、四方界を己のもとに留まらせるのだ。  

このように理解されるならば、聞き書とは、単に公害以前に一つの生活空間があり、語

り手はそれを懐かしく思っている、といったことを報告する資料などではない。寧ろこれ

は、物と世界とを「親密さ」において性起させ、以て人間が「死すべき者」としてその世

界に属することになるような語りなのだ。語られている事柄がごく日常的な生活の一景で

あるとしても、そこで物がある全体としての世界を集約するものとして呼ばれる限りで、

その語りは我々をその世界へ属せしめる一つの出来事であると言うことができる。  

 

しかしここでハイデガーの示唆に従いつつ注目すべきは、物と世界を「呼ぶ」ことの、

いわば近付けつつ遠ざける働き、ないし「不在のうちへ守られた現前」へともたらす働き

である12。これ自体は、ハイデガーが「純粋に語られたもの」と呼ぶ限りでの詩に一般的な

働きであろう。だが聞き書においてこのことが特別の意義を有するのは、ここで呼ばれる

物が単に現前しないというだけでなく、その物が集約する世界がもはや失われたものとし

て語られ、しかも病の中でほとんど「幻視」されあるいは酒に酔って夢見られる、という

仕方で語り出されるからである13。 

然りとすれば、肝心なのはこの「不在」の意味を、そして我々がそれをいかに経験し得

るのかを、明らかにすることであろう。次節ではその「不在」の意味を明らかにするため、

「呼ぶ」ことがその根底においていかなる働きであるのかを、まずハイデガーの思索と共

に追究する。  

 

 
11 ハイデガーは論考「物」において、動物たちを一方で「物」に数え入れ、他方で「大地」に含ま

れるものとしている（GA7, 179, 184）。いずれにせよ「死すべき者たち」の一員に数え入れること

は決してない。この点に関して石牟礼の世界観ははっきり対立するようにも思われる。深く立ち入

ることはできないが、後に第二節で少し触れたい。  
12 古荘真敬氏はこれを、日常的な「公共的世界」にもたらすこととしてのポイエーシスとの差異に

おいて取り上げ、「「近さ」の次元における断層・重層化」と表現している（古荘真敬『ハイデガ

ーの言語哲学：志向性と公共性の連関』岩波書店、2002 年、152 頁）。本稿では以降、この「断層・

重層化」を『苦海浄土』において具体的に追跡するという課題を遂行することとなる。  
13 渡辺京二は聞き書に描き出される世界の美しさについて「このような美しさは、けっして現実そ

のものの美しさではなく、現実から拒まれた人間が必然的に幻想せざるをえぬ美しさにほかならな

い」と指摘し、現実からの距離がこの語りにとって必須の契機であると論じている（渡辺京二「解

説 石牟礼道子の世界」、385 頁）。 
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第二節 死と痛み ―第一の故郷喪失へ 

 

2-1. 住まうことの痛み  

ハイデガーは「冬の夕べ」の読解を進めながら、さらに次のように論を展開する。即ち、

物と世界との間柄は、「親密さ」でありながら「区‐別（Unter-Schied）」14である。区‐別と

は、単に両者が別々のものである、ということを言うのではない。寧ろ物が物として、世

界が世界として、互いに関わり合いつつ性起するということを、根本で担っている出来事

が区‐別と言われるのである。それゆえ物と世界とを呼ぶとき、本来的にはこの区‐別を

呼んでいるのだ、ということになる（GA12, 23）。ハイデガーは、次の詩句（第三詩節第一、

二行）が特にこの区‐別を呼んでいるのだと言う。  

 

Wanderer tritt still herein; さすらい人静かに内に入る  

Schmerz versteinerte die Schwelle. 痛みは敷居を石と化したり。  

 

ハイデガーは「敷居」の語に、区‐別への示唆を読み取る。敷居とは、内と外の「間」

を「担う」ものだからである。だがこの読みが牽強付会な字句の連想ではなく、確かに彼

の指摘する根本的な事態への接近であると言うためには、「痛み」が事柄として何を指すも

のなのかを究明せねばなるまい。「痛み」とは何か。ハイデガーは次のように「痛み」を特

徴づける。「痛みは確かに引き裂いてばらばらにする、痛みは分かつ。しかしそれは、同時

にすべてを己へと引き寄せ、己のうちに集約するという仕方である」。即ち「痛みとは亀裂

の継ぎ目（die Fuge des Risses）である」と（GA12, 24）。確かに我々の経験する痛みは、初

めから分かれているものの間に生ずるものではない。寧ろ痛みとは、分かたれたものの間

をまさに「分かたれている」ということにおいて繋
．
ぐ
．
ものであり、亀裂を亀裂として痛切

に告げ知らせるものなのだ―このように言うことはできよう。だがここで言われている

のは、人間の感覚的な痛みではない。「痛みとは区‐別そのもの」だと言われるのである

（ebd.）。つまり物と世界とが関わり合いつつそれぞれ物として、世界として性起すること

を担うものであると。そのようなレベルでの「痛み」とは何なのか。その手掛かりはおそ

らく、痛みがまさに「敷居」を―家を担うものを―堅固ならしめた、と言われている

点に存する。つまりこの痛みは、住まうことの根底に存するものとして名指されている、

ということである。 

我々はそのことを、「郷愁（Heimweh）」という気分を導きの糸として検討できるだろう。

以下関連する著述から接近を試みたい。  

ハイデガーは例えば、詩人ヘーベルを顕彰しながら「すべて偉大な詩人の歌い、言うこ

とは、郷愁から見いだされ、この〔Heimweh の〕痛みによって語へと呼び入れられている」

と言う。故郷を詩作にもたらすために郷愁が必要であるのは何故かと言えば、故郷におい

 
14 Unter-Schied という表記は、世界と物の二者が単に「区別」されるというのではなく、互いに関わ

．．．．．

り合いつつ
．．．．．

隔てられている、という事態を表示している。„unter“ はラテン語の inter に対応し、「間」

を示唆するのである（GA12, 22）。  
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てもはや馴染みとなった「目立たないもの」が輝いて見えるようになるのは、「我々がそれ

から十分に遠くにいるときのみ」だからであり、「故郷の本質は異郷において初めて輝くに

至る」からである（GA13, 123f.）。これを踏まえれば郷愁における「痛み」とは、故郷から

遠く引き離され、まさに引き離されているという仕方でそこへと思いが繋がれている、そ

のような「亀裂」の経験であると言えるだろう。  

だが「遠く」ないし「異郷」とは、必ずしも計測可能な距離において離れている、とい

うことを意味するのではない。既に『形而上学の根本諸概念』においてハイデガーは、郷

愁を「いたるところで家にいたいという衝動」と規定するノヴァーリスの言葉を引用し、

この「いたるところで（überall）」は、どこかある場所を指すのでも、また「どこでも」と

いうのでもなく、寧ろ「全体において（im Ganzen）」ということを言うのだと指摘し、我々

はまさにこの「全体において」への途上にある、この「全体において」へ向けて突き動か

されているのだと語っている（GA29/30, 7f.）。そうだとすれば、我々はどこにいても、何

らかの意味で「故郷」から離れているという痛みのうちにいるのである。  

この意味での「異郷性」については 1952 年の「詩における言葉」で明示的に論じられて

いる。ハイデガーは「魂は大地にありては異郷者なり（Es ist die Seele ein Fremdes auf  Erden）」

というトラークルの詩句を取り上げながら、次のようにこれを理解する。この詩句が言わ

んとしているのは決して、魂の本来の故郷が不死の超感性的な領域にあるから、大地にお

いては異郷者である、といったことではない。 „Fremd“ という語は古高ドイツ語で 

„fram“ と言い、これは本来どこかへの「途上にある」ことを意味する。異郷者は彷徨うも

のとしてありつづけられる場所を探し求めているのである。それゆえ魂は大地から逃れよ

うとするどころか寧ろ「大地を探し求めている」のであり、「大地の上に詩人的に建て、住

まうこと、そうして初めて大地を大地として救い得ようということ」が、魂の本質を充た

していると言うのである（GA12, 37）。またこのさすらいが「途上」であるというのは、同

時に「安らぎと沈黙」への「下降（Untergang）」を、それも「死者の安らぎ」への下降をも

示しているという（GA12, 37f.）。「大地にあって異郷者である」とはこうして、「死すべき

者たち」としての人間が、その途上性において四方界に属する、という事態を言うものだ

と理解されるのである。  

つまり「痛み」とは、確かに人間が「異郷に」あるという事態を規定するものなのだが、

それは人間が四方界の一端を担うものとして「途上にある」ことを指しており、とりわけ

大地や死といったものに関わりつつあるということを含意している。「痛み」とは、人間に

とって、まさに死すべき者として
．．．．．．．．

、途上にあるものとして、何かに呼びかけられて「引き

裂かれている」ことを意味するのである。この「途上にある」ことは、人間が恣意的にど

こか向かうべき場所を見出すことによって後から加わってくる規定などではない。寧ろ、

何ものかが既に遠くから呼びかけてきており、この呼びかけが初めて人間を人間たらしめ

るがゆえに、（それに応答する限りにおいて）初めからそこへの途上にあるものとして、人

間は性起するのである。人間として住まうことは、痛みのない場所に身を落ち着けること

などではなく、寧ろ異郷性の「痛み」を必然的に抱えるものとされるのだ。このように理

解すれば、「痛み」とは物と世界とを担う区‐別に他ならず、人間が物のもとに留まり、世
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界のうちに死すべき者として住まうことの根底に存するものだと言えるだろう。それゆえ

「痛みは敷居を石と化したり」という詩句には、家を支え間を担う石のうちに「痛み」が

秘められているということが読み取られるのだ 15。さらに「言葉が語る」と言われていたあ

の語りかけは、そこであらかじめ人間に呼びかけてきているものであると理解できよう。

ハイデガーは「言葉は、静寂の鳴り響き（das Geläut der Stille）として語る」と言い、死す

べき者としての人間の語ることは、これに応じて物と世界とを呼ぶことであると言う

（GA12, 27）。「静寂の鳴り響き」とは、まさに区‐別そのものの響きなのである16。 

然りとすれば「住まうことを学ぶ」という課題は、この痛みを、痛みとして経験するこ

とを含まねばなるまい。故郷への「郷愁」はそうした経験に他ならない。そして「故郷喪

失（Heimatlosigkeit）」もまた適切に経験されるならば、その契機となるのだ。「故郷喪失は、

正しく熟考され、よく心に留められれば、死すべき者たちを住まうことへと呼ぶ
．．

、唯一の

言い渡しである」（GA7, 164）というハイデガーの示唆はこうして理解される。「故郷喪失」

とはもはや、単に故郷が過去のものとなり、帰るべき場所を失った、ということを意味す

る語ではない。寧ろ、住まうことの根底にはある亀裂が支配しており、これを痛みとして

経験せねば、我々は住まうことへ至ることができない―こうした条件に向き合わせる機

会が「故郷喪失」と呼ばれるのである。従って「住まうことを学ばねばならない
．．．．．．．．

」（ebd.）

とは、ある既定の「住まうこと」を獲得するために、それ自体は手段でしかない「学ぶこ

と」が残念ながら避けられない、といったことを意味するのではあるまい。この強調箇所

は寧ろ、住まうことに関して我々がつねに必ず「途上にある」ということを示していよう  

17。 

 

我々は前節で、聞き書において呼びかけられている世界の「不在」ないし「遠さ」に注

意を促した。それは失われた世界であり、しかもいわば幻視される世界なのだと。だがハ

イデガーの示唆によれば、詩作とはそもそも「静寂の鳴り響き」としての区‐別の呼びか

けに人間が応じ、ある「遠さ」において世界を性起せしめるという出来事である。そこで

我々人間は、ある異郷性において世界を経験する―その世界へ属すべき者として。この

レベルでの「遠さ」に注意を向けるならば、聞き書もまた、物と世界とを呼びながら、故

郷への途上にあるという我々の本質を性起せしめる詩作なのだと言えるだろう。そう考え

れば、聞き書において経験されるべき世界の「不在」とは、呼びかけられる世界が偶然過

去のものになっているといったことではなく、寧ろ、この語りにおいて我々はその世界へ

の「途上にある」という仕方で、その世界に属しているということである。 

 
15 ちなみにハイデガーは論考「存在の問いへ（Zur Seinsfrage）」（E. ユンガーのための記念論文集

へ寄せた「『線』について（Über »Die Linie«）」に加筆したもの）のうち加筆箇所において、「痛

み」を意味する古典ギリシア語 ἄλγος と動詞 λέγω との類縁性を指摘しながら、「とすれば痛みと

は、最も親密なもののうちへ集めるもの（das ins Innigste Versammelnde）であろう」と敷衍している

（GA9, 404）。 
16 小野真氏は「『静けさの響き』という語において、〔…〕ハイデッガーの『死と言葉の思索の最

終的な結晶』を見届けることができ」ると論じている（小野真『ハイデガー研究：死と言葉の思索』

京都大学学術出版会、2002 年、479 頁）。  
17 ハイデガーはゲオルゲの詩「語（Das Wort）」について論ずる中で、「学ぶ（lernen）」という語

を「自らを経‐験へと送ること（sich in das Er-fahren schicken）」と解し、その „Er-fahren“ におけ

る途上性を強調している（GA12, 167, 211）。 
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しかし聞き書において特殊なのはやはり、そこで呼ばれている物と世界とが、その具体

的に語られる有様においては、事実的にも喪失されているということである。その痛切さ

は疑いようがない。おそらくはこの事実的な条件が、上に見たような「詩作」としての語

りを惹起したのだと言えよう。つまり水銀汚染と水俣病とによる事実的な故郷喪失によっ

て、その世界に無言で馴染む可能性がもはや奪われ、その世界には呼びかけることしかで
．．．．．．．．．．

きなくなってしまった
．．．．．．．．．．

がゆえに、詩作的な語りの要請が顕在化したのだと。従って、聞き

書において喪失の悲痛さと共に感受される美しさの、その根源的な痛みとは、単に事実的

な喪失であるのみならず、この事実的状況の中で望み見られた、まさに詩作がそれに応答

せねばならない異郷性の「痛み」である、と言うことができるだろう 18。我々はこの、「詩

人的に住まう」ことが必然的に「痛み」として経験せねばならぬものとしての「故郷喪失」

を、事実的な喪失から区別して「第一の故郷喪失」と呼ぶことにする。 

 

2-2. 死における「生類の世界」との近さ  

聞き書において語られるような世界は、喪失された故郷として望み見られる。ではそこ

に死すべき者として住まうとはどのようなことであるのか。石牟礼の場合それは、「静寂の

鳴り響き」に人間の言葉で応答するということには留まらないように思われる。寧ろ人間

の言葉の尽きるところに生類の息遣いを聴くということに、彼女の面目は存する 19。ここ

で我々は一度ハイデガーから距離を取り、人間の言葉の限界と、死への関わりをめぐって

考えたい。 

水俣病は時に人間から発語能力を奪った。そうした人々の沈黙・息遣いを、石牟礼は聴

き取る。そして例えば、「情意機能が消失に近い状態」と観察され「魂がない」と言われた

杉原ゆりの母親に、「そんならとうちゃん、ゆりが吐きよる息は何の息じゃろか―。草の

吐きよる息じゃろか」（『苦海浄土』、269）と語らせる。物言わぬゆりの傍らで。 

 

ゆりが草木ならば、うちは草木の親じゃ。ゆりがとかげの子ならばとかげの親、鳥の子ならば鳥

の親、めめずの子ならばめめずの親―（271） 

 

人間ならざるものにも、およそ生あるものには息遣いがあり、それに「呼吸をあわせ」

（17）ることに、石牟礼は人間の言語を越えた対話を見出すのだ。ここでこそ人間は、人

間であるという規定を超えたより根源的な故郷に、石牟礼が「生類のみやこ」と呼ぶもの

に近づくように思われる。だが石牟礼が人間ならざるものたちに最も近づくのは、「死」へ

 
18 このような応答としての語りは、単なる生活事情の報告とは根本的に異なる。後者は、報告され

るべき項目をあらかじめ予期しており、従ってそれ自体ある既存の意味の連関の中で「取り立てら

れる」ものである。このような「取り立て」において、漁民の生活の場面はただ「後進的な漁村集

落」（『苦海浄土』、246）として書き留められ、報道されるのである。  
19 石牟礼は言葉についての幼少時の思いを次のように記す。「人の言葉を幾重につないだところで、

人間同士の言葉でしかないという最初の認識が来た。草木やけものたちにはそれはおそらく通じな

い。〔…〕そのようなものたちをつくり出してくる生命界のみなもとを思っただけでも、言葉でこ

の世をあらわすことは、千年たっても万年たっても出来そうになかった」（「椿の海の記」『石牟

礼道子全集 不知火』第四巻、167 頁）。  
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の近さにおいてである。先に、『苦海浄土』においては「四方界」に属するだろうと指摘し

た「海」は石牟礼にとって、生にあふれる場所でありながら同時に、死に通ずる場所でも

ある。石牟礼は例えば、「米盛久雄の小脳の切断面は、オルゴールのようなガラス槽の中に、

海の中の植物のように無心にひらいていた。うすいセピア色の珊瑚の枝のような脳の断片

にむきあっていると、重く動かぬ深海がひらけてくる」（179）と記し、また遺体の解剖の

場面を「海の底」「青々とおおきく深い海がゆらめく」（182）と描写する。切り開かれ「最

後の吐血」を遂げる心臓に、「なにかなつかしい悲傷のおもいがつきあげてきた」と語る

（ebd.）。解剖に立ち会うことは石牟礼にとって、医学的に扱われる現象としての死を知る

ためというより、「水俣病の死者たちとの対話を試みるための儀式」であり、「死者たちの

通路に一歩たちいることにほかならない」のである（181）。解剖の場面に続けて「―死

ねばうちも解剖さすとよ」と言う「坂上ゆきの声」を想起し、ゆき女自身が解剖を覗き見

てしまったというエピソードを、そして「生きとることと死んどることのけじめの所ば、

出たり入ったりしとる気色じゃった」「なんやらなつかしかごたる妙な気持ちじゃった」と

彼女に語らせる（182ff.）ことは、解剖の描写の前の箇所で「うちゃ、きっと海の底には龍

宮のあるとおもうとる。夢んごてうつくしかもね」と言って海の早春を語ったのち「もう

いっぺん―行こうごたる、海に」と語ったゆき女の言葉（167f.）を、そのまま死につい

ての語りとして意味づけ直すかのようである。  

海はそのように死を匿う場所として語られるのだ。然りとすれば、海の生き物を慈しむ

ということは、既に死と親しむことでさえある。舟に引き上げた蛸に「こら、おまやもう

うち家
げ

の舟にあがってからはうち家の者じゃけん」と叱りつけ、「わが食う魚
いお

にも海のもの

には煩悩〔＝情愛〕のわく」（155）と語ったゆき女は、病のために流産せねばならなかっ

た（そして見ることの叶わなかった）赤子を、病院食に出てきた魚に幻視する。そして「早

う始末せんば、赤子
や や

しゃんがかわいそう」と言って、かなわぬ手で追い回し、「口にぬすく

りつけるごとして食うたばい」と語る（158f.）―。彼女の魂はもうなかば海にあって、

次のように想い出すのである。「うちゃその舟ば曳いて、大学病院の廊下ば、／えっしーん

よい／えっしーんよい／ちゅうて網のかけ声ば唄うて曳いてされき〔＝さまよい歩き〕よ

ったとばい。／自分の魂ばのせて」（185）と。 

石牟礼はこのように、人間の言葉を発さぬ者たちの息遣いと、生と死のあわいからの語

りかけを聴き取ろうとする。聞き書という方法について石牟礼が「だって、あの人が心の

中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」と釈明する20ことは、このような

次元で理解されるべきだろう。それは生者の内心を代弁し再現するというより、人間の言

葉の限界に直面しつつ語られるべきものを、具体的な語りにもたらすものである。そうし

て人間を語ることにもたらすものである。このように考えると、石牟礼にとって「死すべ

き者となる」ことは、「静寂の鳴り響き」として言葉が語るのに応答するというより寧ろ、

生きた人間の言葉の尽きるところに、生類のざわめきと、そこへ還りつつある者の声とを

 
20 渡辺京二「解説 石牟礼道子の世界」、371 頁。 
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聴き取り、人間の言葉に織り合わせて響かせる―といったことであるように思われる 21。 

石牟礼が自らの詩想の源泉をしばしば草木や動物との親近性に求めることを考えると、

「死ぬ（sterben）のは人間だけである。動物は生を終える（verenden）」（GA79, 17）と断言

するハイデガーと石牟礼とは、決定的に袂を分かつように思われる。その対比は西洋と東

洋といった図式に照らしても受け入れやすいものだろう。だがことはそれほど単純な対比

で済まされないのではないか。というのも石牟礼はあくまで言葉を持つ人間の立場におい

て、その限界に突き当たるところでこそ（とりわけ死への接近において）動物や草木の息

遣いを聴き取るからである。「生類のみやこ」は、彼女にとっても未だ途上で望み見られて

いるに過ぎず、「いまひとたびにんげんに生まるるべしや 生類のみやこはいずくなり

や」 

22と問うばかりのものである。そうだとすれば、動物や草木を「大地」に属するものと

して捉え（GA79, 17）、人間の「途上性」をときに「大地」への「下降」として捉える（GA12, 

36ff.）ハイデガーの把握は、石牟礼の予感と響き合うところがないだろうか。翻って言え

ば、ハイデガーがそれ以上追求しない生き物との関わりは、人間の「死」への関わりと、

底を通ずるものであるのかもしれない 23。大きく異なるのはしかし、人間の言葉がそれに

応えるべき呼びかけを、どのように受け止めるかであろう。ハイデガーはそれを「静寂の

鳴り響き」として聴き取る。石牟礼はそれを初めから生の息遣いとして感受するのだ。 

 

 

第三節 沈黙と亀裂 ―第二の故郷喪失へ 

 

我々は前節で、聞き書に語られる世界の「不在」が、かつての生活世界の事実的な喪失

を意味するばかりか、「住まうこと」が必然的に経験せねばならない「故郷喪失」として経

験されるものであると論じた。そして石牟礼においてそこに住まうことは、死や人間なら

ざるものへの接近において、探し求められるのであると。しかしもう一つの問題は、石牟

礼の記した言葉を受け取ることによって、我々自身はいかに「故郷喪失」を経験し得るの

か、ということである。ここで我々は、聞き書がどのような状況における語りとして出会

われるのかを確認する必要がある。  

我々はまず患者たちの「沈黙」に留意せねばならない。聞き書は、地域社会の中で抑圧

された者たちの語りとして、通常は聴き取られることのなかったものとして示されている

 
21 石牟礼自身の言葉が、「自身の内面を通過させて受け止めた言霊を、「わたくし」に語らせた翻

訳言語」であることを、次の論考は豊かに描き出している。早川敦子「越境する「命」の神話：石

牟礼道子と翻訳の不／可能性」『津田塾大学紀要』第 51 号、2019 年、21-52 頁。また次の論考は、

深海の風景こそが「死者たちと、死者の領域へ放逐された人々との紐帯」の現れる場であると指摘

する。Mayumi Toyosato, “Mapping Nonmodernity: Home and the World in Ishimure Michiko’s Kugai jōdo” 

in Ishimure Michiko’s Writing in Ecocritical Perspective: Between Sea and Sky. Lexington Books, 2016, pp. 57-73. 
22 『苦海浄土 全三部』、636 頁。 
23 こうした問題は、別の議論の文脈へと通じている。例えばハイデガーが、動物における開かれた

もの（das Offene）に関して、リルケから距離を取る仕方が問題となる。串田純一『ハイデガーと生

き物の問題』法政大学出版局、2017 年、218 頁以降参照。また、ジャック・デリダ『精神について：

ハイデッガーと問い』港道隆訳、平凡社、2010 年、79-96 頁参照。とはいえここで問題にしたいの

は、人間と動物がそれぞれどのような存在者であるかというより、言葉を持つものとして人間は動

物にどのように関わるかということである。  
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のである。実のところ、多くの患者が差別と非難をおそれて、水俣病であると名乗り出る

ことができずにいた。だが石牟礼は、それを単に顕在化させようとするのではない。寧ろ

彼女は例えば、にこやかに笑いながらも妻女のことを話さない渡辺老人について、「たぶん

かれのそのような沈黙は、存在の根源から発せられているのである。彼こそは、存在を動

かす錘そのものにちがいない。だからわたくしは、彼の沈黙をまるまる尊重していた」と

記す（『苦海浄土』、250）。ここで沈黙は、ある個人が思いを抱えて話さないといったこと

を超えて、何かより大きな、深いものに淵源するものとして、それを個人が背負っている

ものとして聴き取られる。沈黙を尊重するとは、そこで沈黙されているものについて自ら

も沈黙するということであろう。そのような仕方で沈黙は、沈黙されるべきものに対して

共に沈黙という仕方で応答することであると言える。石牟礼はそのようにして、人々の沈

黙を沈黙として響かせるのである24。 

他方、患者が社会へ向けて声を上げるとき、その言葉はもはや彼ら自身の言葉ではなく

なってしまう。事実、彼らが声を上げれば補償金目当ての要求とみなされ地域社会の攻撃

を浴び、ようやく彼らとチッソとの間で取り結ばれるのは、生者と死者の命に値段をつけ

た「契約書」になる。あるいは遅ればせに「お詫び」に訪れる社長に対して、両親を奪わ

れ病の弟を抱えた女性は、「会社あって生まれた人間なら、会社から生まれたその人間たち

も、全部連れていってもらいまっしゅ。〔…〕このことを、いまわたしがいうことを、きき

ちがえてもろうては困るばい。いまいうことは、わたしがいうことと違うばい。これはあ

んたたちが、会社がいわせることじゃ。間違わんごつしてもらいまっしゅ」（351f.）と訴え

ねばならない。聞き書におけるような、物と世界に呼びかけ、そこに死すべき者として属

するような語りは、この社会において聴き取られることがないのである。それゆえ、どの

ようにこの近代社会に対して「死霊や生霊の言葉」を紡ぎ投げかけるかということが、石

牟礼の問いとなる25。『苦海浄土』というテクストは、石牟礼の受け取ったそのような問い

に対する、暫定的な答えとして理解できよう。聞き書が詩作的な語りとして記されるばか

りではない。一見纏まりのないコラージュのような構成は、異質な語りの間の断絶を示し

つつ、詩作的な語りをある布置に置く、それ自体詩作的な試みであると言うことができる  

26。 

我々は既に世界の「不在」を、事実的な喪失のみならず、住まうことが必然的に経験せ

ねばならない「故郷喪失」として特徴づけた。ところが『苦海浄土』が示すのは、故郷喪

失を経験する語り
．．

それ自体が、近代社会において聞き手を失い、いわば立ち迷っていると

いうことである。この語りの喪失を「第二の故郷喪失」と呼ぶことにしよう。石牟礼の作

 
24 あるいは対立と緊張の窮まる水俣にあって彼女は「タブーよ、もっとも熱度低く冷やかに凍れ、

とわたくしはおもっていた。タブーも高度
．．

に凝固、結晶すれば変質するのである」と記す（『苦海

浄土』、338）。  
25 「独占資本のあくなき搾取のひとつの形態といえば、こと足りてしまうか知れぬが、私の故郷に

いまだに立ち迷っている死霊や生霊の言葉を階級の原語と心得ている私は、私のアニミズムとプレ

アニミズムを調合して、近代への呪術師とならねばならぬ」（『苦海浄土』、74f.）。  
26 若松英輔氏は、石牟礼自身が『苦海浄土』を次のように「詩」として理解していた、ということ

を伝えている。「これまでにないことが起こったのだから、これまでにない様式で書かねばならな

いと思った。詩のつもりで書きました」（若松英輔『常世の花：石牟礼道子』亜紀書房、2018 年、

8 頁）。  
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品から我々が読み取ることの一つは、この「二重の故郷喪失」が我々の社会を特徴づけて

いるということである。ここでは、ある自然と調和した暮らしが失われたということだけ

が問題なのではない。喪失を機縁として語り出される聞き書において我々は寧ろ、初めて

本来的な住まうことへ至る道を見出し得る。ところが、このような語りを聞く仕方さえ、

我々は失っているのである。実際、夢見るようなその語りに仮令一時耳を貸したとて、そ

の語りから醒めてみれば、その語りは無力で無用な、我々の日常生活と関わりのないもの

になるのではないか。だから、単に失われた故郷への郷愁に浸るのではなく、寧ろその近

代社会に刻まれた断絶を経験することが石牟礼の示す道行きとなるのである。「われわれ

の、うすい日常の足元にある亀裂が、もっとぱっくり口をひらく。そこに降りてゆかねば

ならない。われわれの中のすでに不毛な諸関係の諸様相が根こそぎにあばき出される」（305）

と記し、彼女は運動に巻き込まれてゆく。ここに記される「亀裂」とは文字通りには、日

本の社会が全体として糊塗してきた歪み、石牟礼の言葉に倣えば「棄民政策」のもたらし

た分断といったものであろう。だがそれを言葉というレベルで捉えるならば、ちょうど第

一の故郷喪失がある「亀裂」を経験すべきものであったように、詩作的な語りの喪失とい

う意味での第二の故郷喪失が経験すべき、言葉を語るものとしての我々の「亀裂」として

理解できるように思われる。 

 

実のところ、ここで指摘した「第二の故郷喪失」という事態は、ハイデガーの時代診断

に含まれているものではないかと考えられる。それは彼が「最高の危機」と名指す、ポイ

エーシスの本質が徹底的に隠されるという事態である。そうだとすれば我々は、我々が具

体的に経験し得る「二重の故郷喪失」を洞察することにおいて、ハイデガーがヘルダーリ

ンの詩句「だが危機のあるところ、救うものもまた育つ」に聴き取ろうとする希望の萌芽

を見出せないだろうか。僅かながら彼の技術論のうちに、そのことを確認したい。  

ハイデガーは現代技術の本質を「集‐立（総駆り立て体制、Ge-stell）」と名づける。それ

は人間をその支配の下に置いてあらゆるものを「用象（徴用物資、Bestand）」として挑発

（herausfordern）させ、そのような仕方で人間をも用象即ち「人材」として挑発する、その

ような「立てる（stellen）」働きの結集である（GA7, 20）。公害問題の根源がどこにあり、

またそれがいかに止めどなく進行したかということを、我々はこの集‐立という概念に即

して考察できるだろう。だがハイデガーが技術の「危機（Gefahr）」と呼ぶのは、技術が人

間の生命を危険にさらすものとなり、人間がそれを支配しきれなくなる、といった可能性

のことではない。寧ろそうした危険を依然技術的に管理することができ、そうすることが

人間の最上の使命であるかのように考えることの方に、彼は危険を認める。つまりそのよ

うにして技術の本質が覆い隠されてしまうことが「危機」と呼ばれるのである。この危機

は根本的には、決して回避すべきものないし回避し得るものとして考えられているのでは

ない。技術の本質は開蔵（Entbergung）の歴運（遣わし、Geschick）であり、その限り必然

的に「人間が非覆蔵性（隠れなさ、Unverborgenheit）に即して自らを見誤り、誤解するとい

う危険」を蔵している（GA7, 27）。いわば贈られてきたものによって、贈ってくる（そし

て自らを隠す）ものをも把握しようとしてしまうのである。だが歴運が集‐立という仕方
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で支配するとき、それは殊に「最高の危機」であると言われる。というのも集‐立の支配

においては、人間自身が用象として挑発され、それにも拘らず（あるいはそれゆえに）用

象として挑発されたすべての存在するものの規準を自らが与えるのだと思い込み、このこ

とによってますます技術の本質は覆い隠されてしまうからである。こうして「集‐立は、

真理が輝き現れ支配することを、立て塞ぐ（verstellen）」と言われる（GA7, 30f.）。  

このように洞察される技術の支配は、言葉にも及ぶ。そこでは言葉も「挑発」され、言

葉は「情報」となる27（GA12, 252）。これは単に我々のコミュニケーションが変質する、と

いうことを意味するのではない。言葉は我々が存在者といかに出会うか、世界のうちにい

かに住まうかを規定するものである。ハイデガーが「集‐立はとりわけ、現前するものを

ポイエーシスという意味において現れのうちへと持ち来たらすような開蔵を、覆い隠す」

（GA7, 28）と指摘するとき、これは上に見てきたような詩作的な語りがもはや我々の言葉

のうちに位置を占めなくなることを示していよう。だが彼は同時に「詩人的なもの（das 

Dichterische）」のうちに、集‐立が覆い隠してしまうポイエーシスの可能性へと転回する希

望を仄めかしてもいる。技術そのものがポイエーシスに根差すものであるから、それと親

近性を持ちながらも根本的に異なったポイエーシスにおいて、技術の本質を省察し技術と

決定的に対決する可能性が見出される、とするのである（GA7, 36）。 

以上の洞察に従うならば、『苦海浄土』を通じて見出した「第二の故郷喪失」、即ち故郷

としての世界を呼ぶような語りが我々の社会においてもはや聴き取られないということは、

集‐立によってそのような詩作的な語りが隠されているからだと言えるだろう。我々は詩

作的な語りを聞き逃すという仕方で、集‐立に支配されているのである。そうだとすれば、

集‐立の支配の輪郭が沈黙として、あるいは亀裂として響くのに耳を澄ませることは、我々

が「人間の本質の最高の尊厳を見つめ、そのうちへと転回し訪れる（einkehren）」（GA7, 33）

ことの、端緒となるのではないか。『苦海浄土』というテクストは、この集‐立の支配と詩

作的な語りの喪失という根本的な事態そのものを言葉へともたらし、そのような亀裂に耳

を澄ますことを可能にする、一つのポイエーシスであると言えるように思われる。  

我々はおそらく聞き書の言葉を「我々自身の言葉である」と言うことはできまい。それ

は、その語りを書き記した石牟礼でさえ敢えてし得ぬところであろう。その限り、そこで

経験されるべき「第一の故郷喪失」を、直接に我々自身のものとして経験し、以て「住ま

うことを学ぶ」とは言えないように思われる。そこで語られた世界を我々の原郷であると

語ることは、不遜でもあろう。だが今日の我々を規定する言葉のうちに、ある亀裂を聴き

取り、これを我々の故郷喪失として経験することならばできるのではないか。つまり「第

二の故郷喪失」を通じて「住まうことを学ぶ」ということならば可能ではないだろうか。

その喪失を紐帯として、喪失の痛みを共に痛むことにおいて、何らかの「我々」があらた

めて生起するのではないだろうか。  

『苦海浄土』における語りの多層性、ないし「沈黙」と「亀裂」はおそらく、そのよう

な喪失を抱えたものとして我々の言葉が―「標準語」が―あるということを告げるの

 
27 技術の支配において言葉が「情報」となるという論点については次を参照。秋富克哉『芸術と技

術 ハイデッガーの問い』創文社、2005 年、222-230 頁。 
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である。一方でハイデガーは「方言は、人手の加わらないあらゆる言語の秘密に満ちた源

泉である」と述べ、ヘーベルの業績を、「アレマン方言を標準語ないし文章語に組み入れ」、

以て「文章語を、方言の豊かさの反響として鳴り出さしめた」という点に見出していた

（GA13, 148）。ここで顕彰されているのは、いわば文章語の再活性化である。『苦海浄土』

において、そのような幸福な反響を見出すべきかどうかは疑わしい 28。しかし今日我々が

ある言葉で語り合い意味を伝達するとき、そこには既に語りの喪失が刻まれており、それ

が我々の言葉の輪郭を形作っているのだということ―この定めを痛むことが、我々にま

ず、そして絶えず求められる「故郷喪失」の経験であるとは言えるのではないか。  

 

 

結び 

 

ここまで、聞き書において呼びかけられる世界の不在を「故郷喪失」に結びつけ、それ

が事実的な喪失だけでなく、住まうことが必然的に経験せねばならない「第一の喪失」を

含むこと、また『苦海浄土』においてはその喪失の語りが失われるという「第二の喪失」

が示されているということを確認した。「住まうことを学ぶ」ために必要なのは「第一の喪

失」を経験することであるが、我々にとってそれはさしあたり、「第二の喪失」を通じて接

近されねばならないだろう。それは我々の言語における、沈黙と亀裂に耳を澄ませること

である。  

では、どのように我々は、「第二の喪失」を聴き取りつつ、共に「第一の喪失」を経験す

ることができるだろうか。その極めて仄かな可能性を、最後に手繰り寄せたい。  

それは例えば、1973 年にチッソ社長との直接交渉の場で繰り返し叫ばれた「苦しみが分

かるか」という言葉 29、そしてそのような問いに対する答えの必然的な不在を聴き取ると

き、我々自身がそれに応える言葉を持たないということにおいて、経験されるように思わ

れる。あるいはそこで、水銀を飲んで「人間として同じ苦しみ」30を味わわぬかと問い、そ

うでなくとも持参した小さなカミソリで指を切り、「いっしょに苦しもうじゃなかな」「痛

もうじゃないですか」31と問いかける言葉において。勿論、指に傷をつける痛みは、「住ま

うこと」の根底に眠る痛みとはまったく別のものであるし、その行為が何を解決するわけ

でもない。だがこのような切実な求めは、その切実さに我々を引き付ける限りにおいて、

「共に痛む」ということへの微かな祈りではないだろうか。  

しかし、「共に痛む」ということが仮に可能だとしても、我々の「故郷」がもはや病に侵

されているのだとすれば、そこに住まうこともまたそれに応じて変容せねばならないのか

もしれない。石牟礼は例えば次のように詠う。  

 
28 結城正美氏は、『苦海浄土』において方言の語りが寧ろ、合理主義的な思考を攪乱するものとし

て働くことを指摘している。Masami Yuki, “The Danger of a Single Story: Ishimure Michiko’s Literary 

Approach to the Minamata Disease Incident” in Ishimure Michiko’s Writing in Ecocritical Perspective. Lexington 
Books, 2016, pp. 41-56. 

29 『苦海浄土 全三部』、800-21 頁。  
30 『苦海浄土 全三部』、801 頁。 
31 『苦海浄土 全三部』、803 頁。 
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祈るべき天と思えど天の病む32 

 

天はもはや、地上の汚染から離れた清浄なものなどではない。だが、天がそのように病

んでいるのは、我々が住まうべき世界に、この天も属しているからである。病んだものと

して天を呼び得るということは、既にその天の下に住まうべく、呼びかけられているとい

うことである。この句はそれゆえ、ただ祈りが拒まれて、祈りを諦めたという嘆息なので

はない。寧ろそのような天の下に住まうことを願う、一つの応答であり、祈りである。  

そのように世界に住まうことは、近くの物のもとに留まることにおいて可能になる。例

えば次の句のように。  

 

毒死列島身悶えしつつ野辺の花33 

 

この句は決して、汚染されゆく列島と、健気に咲き揺れる花とを「対比」させたもので

はあるまい。寧ろこの野辺の花のもとに留まることにおいて、我々は共に「身悶え」する、

つまり「痛み」を痛むことができる。この身悶えは、他者への直接的な共感と言い換える

ことはできないだろう。寧ろそうした共感など不可能であることを、世界と共に耐えると

いうことでしかあるまい。石牟礼はある寺で次のように語っている。  

 

人間の苦悩を計る物差しはありえまいという悲しみ、じつはその悲しみのみが、この世の姿を量

るもっとも深い物差しかと思われます。そういう悲しみの器の中にある存在、文字や知識で量れ

ぬ悲しみを抱えた人間の姿、すなわちその存在そのものが、文字を超えた物差しであるように思

われます。34 

 

その「文字を超えた物差し」のもとに、いかに生きることができるのか。それは互いの

苦しみを計り得まいという悲しみを悲しむことにおいてである。この
．．

「悲しみ」を共にす

ることならば、我々にはできるのではないだろうか。言葉において、絶えず言葉にされ得

ぬものを悼むことにおいて35。

 
32 石牟礼道子『石牟礼道子全句集 泣きなが原』藤原書店、2015 年、13 頁。 
33 『石牟礼道子全句集 泣きなが原』、166 頁。  
34 石牟礼道子「名残の世」『石牟礼道子全集 不知火』第十巻、藤原書店、2006 年、360 頁。 
35 本稿はハイデガー・フォーラム第十四回大会（2019 年 9 月 28 日、於同志社大学）での発表原稿に

加筆修正したものです。発表に対し貴重なご質問やご教示をくださった皆様に心から感謝申し上げ

ます。また大会の準備運営にあたり発表の機会をくださった皆様に一層の感謝を申し上げます。さ

らに当該発表はハイデガー研究会（2019 年 9 月 15 日、於立教大学）にてプレ発表の機会をいただ

き、それに修正を加えたものです。貴重な機会とご助言をくださった皆様にあらためて深く御礼申

し上げます。最後に、議論につき合い論の構成に協力してくれた研究室の仲間と、発表内容に関し

てのみならず精神的にも大いにお支えくださった古荘真敬先生に心から感謝申し上げます。  

なお本研究は JSPS 科研費 JP19J12529 の助成を受けたものです。  
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ハイデガーと政治的なもの 

―有限性の形而上学からピュシスの問いへ― 

 

大江 倫子（東京都立大学） 

 

 

Heidegger and the political 

― From metaphysics of  finitude to the question of  physis 

 

Michiko OE 

 

This article elucidates one of  the generative phases of  the political 

with Heidegger’s ontology and his original thought of  physis, to present the 

political as it is opened by the ontology in relation to postmodern 

philosophy. In the tradition of  classical western philosophy, metaphysics 

and ontology as the first philosophy pursuing the truth, was based on the 

subject-object structure of  the epistemological supposition, so that 

inquiries of  the relation with others as our equals had to be constituted 

specifically outside the philosophy, namely in ethics or in politics. Thus in 

modern world where the traditional ethics based on religion transforms 

itself  into application ethics seeking needs in the field, and politics has 

been left to be specialized in adjustment functions, it was just at the peak 

of  which philosophy of  Heidegger has projected the revolution of  the 

whole western metaphysics with its ontology originally based on co-

exsistence with others. As an ontology thus real izing ideals of  both ethics 

and politics, it is called “the political (in the philosophy)” in that it offers 

the metaphysical ground that is called for by practice of  both ethics and 

politics. 

 

 

keywords: the political, ethics, physis, logos, metaphysics 

キーワード：政治的なもの、倫理、ピュシス、ロゴス、形而上学 
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本稿はハイデガーの存在思想とその独自のピュシス論から、政治的なものの生成の一つ

の相を明らかにし、その存在論から開かれるそのものとしての政治的なものを、現代哲学、

現代政治との連関において提示する。  

西洋哲学の伝統において、真理を追究する第一哲学としての形而上学と存在論は、主観

性が確実なものとして表象する対象の認識から出発することで、主体と対象の構造として

の哲学を構築したことから、私たちと同等なものとしての他者との関係の考究はこれとは

別に倫理学、ないし政治学として構築する必要があった。アリストテレスは実践的な幸福

論として独自の倫理学と政治学を構築したが、その後倫理学の機能はキリスト教が担うよ

うになり、政治学は社会契約論から出発してさらに実践的な政治組織論として洗練され、

いずれも第一哲学との乖離をいっそう深める状況となった36。この状況が揺らぐのは 19 世

紀後半以降、政治を経済理論から構築しようとしたマルクス、キリスト教の欺瞞性を告発

したニーチェ、理性と主体の不安定性を発見したフロイトらの思想による。かくして宗教

を基盤としてきた伝統的倫理は現場から言葉を探す応用倫理学に変容し、政治はあらゆる

「善の追求」としての諸実践を原則的に承認しつつその調整機能にいっそう特化するに任

されたが、まさにその極まりにおいて、他者との共存を根源的に前提する主体から出発す

る存在論として、ハイデガーの哲学は西洋哲学全体の変革を企図したのであった。この存

在論は事実的世界への従属と超越を自己性のうちに同時に概念化する現代の哲学でありつ

つ、古代ギリシャ哲学から構想された形而上学でもある。この形而上学は全体としての存

在者をそのものとして思考し、その全体のうちに思考する者自らをも含み、真理の現出の

条件として自由を要請することで、自由・平等・友愛の理想を要請する存在論でもあって、

第一哲学が私たちの他者への実践そのものに初めてかかわる契機である。すなわちこの存

在論は倫理と政治の理念をともに実現することをも目指している。このように倫理と政治

をともに含む第一哲学としての存在論の政治的側面に着目するとき、それは（哲学のうち

の）「政治的なもの le politique」と呼ばれる。それは倫理と政治の実践がつねに呼び求めて

いた形而上学的根拠を提供することになる。  

 

 

１ 基礎存在論が開く政治的なもの  

 

ハイデガー自身の言によれば歴史的な決定に参与する者は政治的なもの das Politische を

語る必要がない（GA39,214）。基礎存在論によれば、世界のなかに投げ込まれた現存在はそ

の固有の存在の問いのうちにあって、誕生から死に至る私の有限性において過去を引き受

け未来へと企投することで、すなわちそのつど私のものである先駆的決意性を遂行しつつ、

あらゆる事象を存在から思考し直すことですでに歴史的であり、政治的なものの本質に存

 
36 ハイデガーは人間科学の諸領域を列挙するにあたり、政治学については引用符付きで示している

（SZ,16）。  
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在論的にかかわるのだから。  

このことは伝統哲学にいかなる革新をもたらすのか。まずここで古典的意味での「本質」

とは「何であるか Wassein」であるが、ハイデガーによれば、それはその実存にある。客観

的な「政治的なものの本質」が概念として実在するのではない。政治的なものの本質とは、

まず私たち一人一人の固有の経験から出発して前了解され、その後他者たちを含む世界の

なかから私たちがそれぞれに存在論的呼び求めを聴き取ることで、私たちにとっての政治

的なものの意味として現成してゆく。この本質すなわち政治存在が歴史において顕現する

に至ることが真理であり、私たちが世界を構成するのはこのようにその存在を介してであ

る。こうした意味において、現存在の存在論的行為にすでに政治的なものが含まれている

といえる。  

さて西洋哲学の伝統においては、古代ギリシャ以来政治は哲学の知の実践として特権的

領域であった。われわれの行うところのすべてを覆う最高善、人間というものの善こそが、

もっとも有力なもっとも棟梁的な位置にある政治の究極目的でなくてはならないとされた

（『ニコマコス倫理学』1094b）。アリストテレスによれば人間はまず政治的動物なのであっ

て（『政治学』1253a）、善、人間、政治が一体化して「うるわしく神的なもの」として主導

的である。とはいえここからアリストテレスが論じるのは、プラトンの構想した哲学者の

国家ではなく、正義の公正な分配を実現できる「最善の国制」についてであった。アリス

トテレスはすでに哲学者の探求する最高善と事実的ポリスとの根源的亀裂を見てとってい

たのだろうか。ここにポリスの最高善とは別の、近世の社会契約、現代のリベラル民主主

義に至るまで、正義の正しい分配としての政治哲学が始まる。それは最高善としての政治

を断念したとはいえ、正義という理念において、あるいは人間そのものの規定において、

なおそっくり哲学の実践的遂行の領域に属しているのではないだろうか。  

だとすればハイデガーがその基礎存在論でもたらした西洋形而上学の革新は、それだけ

で政治的なものの基盤を根本的に揺るがすことになりうる。ハイデガーが目指すのはあら

ゆる存在者をそのものとして記述する形而上学としての存在論である。このアリストテレ

スの第一哲学の規定に導かれたハイデガーの存在論の前提は、ポリスや正義の概念に先行

する現存在であり、理性をもった動物とは別の生き物である。動物と同じように世界のな

かに投げられているが、そのロゴスとは理性に根源的に先行するある別のロゴスであり、

動物に何らかの規定が付与されたのではなく、そのものとしての存在者を顕わにすること

で世界を構成する力をもつ別の生き物なのである。この存在論の前提はギリシャのポリス

が排除したすべての存在者、すなわち奴隷、外国人、女性、もしかすると動物をも呼び入

れ、誕生から死までの有限な記憶と想像力において幼児や高齢者をも原理的に含みこむこ

とができるのだろうか。  

近代の社会契約理念で基礎づけられた均質な政治的主体とその共同体への合一、配分的

正義の前提もまた、このハイデガーの存在論によって揺るがされるのだろうか。世界のな

かに投げられた現存在は根源的に時間的存在でもあって、誕生から死までの有限な伸張の

うちにあって先駆的決意性を遂行する。すなわち相続された伝承から自ら選びとった可能
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性を自己へと伝承することで、現存在は自ら歴史を創り、歴史的である 37。社会契約の均質

な超時間的主体は、自らの固有の実存を担う主体、西洋の伝統とは異なる伝承をも担う主

体、誕生から死までの時間において生成する有限な主体で置き換えられることになる。  

政治哲学は宗教や伝統的形而上学の揺らぎを前にして、もはやそのような正義に依存し

ない政治的なものの独自の存在論に基礎をおく必要に気づき始めている。正義を経済的財

と解釈する傾向はその一例である。あらゆる存在者をそのものとして記述することを目指

しているハイデガーの存在論は別の解決をもたらすことができるだろうか。それは私たち

の事実的な政治的体験から出発して、そこからすでに構成された諸概念を排去して根源的

経験に遡行し、この領域に固有な意味の地平としての事象の恒存的諸関係を規定するもの

を見出すように促す。それは所与の正義のプログラムを効果的に遂行するのではなく、私

たちの固有の有限な経験から出発して、他者たちとともにある世界の新たな意味を付与す

る地平となって私たちの思考を開くのである。すなわち政治の存在から政治を思考するこ

とによって、政治的なものがつねに新たに開かれてくるのである。現代の政治哲学がこれ

までの公私の区別を超えた領域においても政治的なものを見出しているのは、このような

解放する思索に触発されてのことではないだろうか。たとえば地域社会に根ざした、ある

いは国境を超えた個人や組織の社会変革活動、さらには家庭内の役割の再定義もまた国家

の活動に劣らない政治的な活動とみなされている 38。 

ハイデガー存在論がこうした多様な領域での触発を原理的に可能にしているのは、それ

がアリストテレスの形而上学の構想、存在するかぎりのあらゆる存在者をそのものとして

現れさせることを目指しているからである。基礎存在論で記述されたこの存在論のもたら

す伝統哲学のラディカルな変革は、主体対象関係に先行する世界内存在の事実性、誕生か

ら死へと伸張する死へ臨む存在としての現存在の有限性という二重の限界に基礎づけられ

ている。この二重の限界を承認することが新たな意味の地平を開き、新たな自己を構成し、

そこから世界を構成し歴史を開くのである。ここで『存在と時間』でハイデガーが

Endlichkeit の語を用いるのは、死すべき存在としての現存在の規定に限定されているので

あって39、世界内存在の事実性ないし本来的現存在の企投の挫折という意味での有限性に

ついては別の語が用いられている。それは存在の命運 Geschick に委ねられ、現存在そのも

のは不確実性への企投へと開かれている。  

 

死へ向かって開かれた自由のみが、現存在に端的な目標を与えて、実存をおのれの有限性のなか

へ突き入れる。みずから選びとった実存の有限性は、現存在を自己の運命の単純さのなかへ連れ

込む。…運命的現存在は、世界内存在であるかぎりで本質的に他の人々との共同存在において実

存しているので、その生起は共同生起であり、Geschick として規定される（SZ,384）。 

 
37 歴史とは実存する現存在の時間のなかでの生起であり、そのなかで過ぎ去り伝承されているもの

が強い意味で歴史となる（SZ,379）。  
38  こうした現代政治の動向については Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction , 

Oxford University Press, 2002 および Robert A. Dahl, Modern Political Analysis, Prentice Hall, 1991 などを参

照。本稿末尾の文献表を参照されたい。  
39 同時期の他の著作では被投性を有限性と記述する箇所もある。  
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この Geschick がいかに経験されるかは、『存在と時間』では解明されずにとどまった 40。 

 

このような運命としての生起が、いったいどのようにして、誕生から死に至るまでの現存在の連

関全体を構成するというのか、この点はいっそう謎に包まれている（SZ,387）。 

 

これを解明するには存在をそのものとして記述することが必要であり、存在とピュシス

を重ねる中期思想によって初めてその様相が明らかになり始める。  

 

 

２ ピュシスが開く政治的なもの 

 

こうした基礎存在論はその後まもなく変容したかのように見える。ここで再びハイデガ

ー自身の言によれば、いわゆる転回とは当初の立脚点の変更ではなく、伝統的な主観性の

形而上学を放棄する別の思索を遂行することで、存在忘却という根本的経験に根ざした次

元に到達するためであった（GA9,328）。現存在の有限性や被投性に代わって存在そのもの

をピュシスとして記述する試みが始まるのは 1935 年講義『形而上学入門』であり、以後こ

のピュシスは後期に至り存在の語が抹消されるまで様々に問われ続けている。『形而上学

入門』によれば、ギリシャ的に解釈された存在とはピュシスである。すなわち、「現れ出な

がら滞留しつつ支配すること Walten、輝きながら出現すること」（GA40,108）である。ピュ

シスをこのようにアレテイアの運動のうちに理解することで、存在を恒常性としたパルメ

ニデス、生成変化するものとしたヘラクレイトスの規定がともに支持されることになる。

すなわち存在そのものは恒常的であるがそのものとしては現出せず、それが存在者におい

て現出する相において生成として了解されるのである。この存在論の記述の構想の転回は、

初期の基礎存在論にいかなる解釈をもたらすのだろうか。  

『存在と時間』の冒頭でハイデガーは『ソフィステス』を引用しながら、存在問題を了

解することの哲学的な第一歩として、「おとぎ話をやめる」べきことを述べていた（SZ,6）。

存在があたかも存在者であるかのように他の存在者に還元して説明するのをやめるのであ

る。そのものとしての存在は存在しないため、これを表象するには「存在者を発見する様

式とは本質的に区別されるような、特別の挙示様式を必要とする」とされていた。このた

め平均的日常における現存在によって存在がいかに経験されるかの記述が試みられていた。

とはいえ『存在と時間』以後のこうした記述は 1929/30 年講義『形而上学の根本諸概念』

での動物比較による展開にとどまり、むしろ伝統的哲学テクストの読解において存在がい

かに経験されるかという解体的読解の余白で試みられていたにすぎなかった。 

『形而上学入門』でハイデガー独自のピュシス観が展開されるのは、そのロゴスとの共

属性においてである。このピュシスはたんなる自然として解されるのではなく、人間との

 
40 ジャック・デリダはこの命運が計算的決定的なものではなく、郵便のように偶発的に誤配を生ず

る構造をもつことを、書簡体小説の形で示そうとした。『絵葉書』参照。  
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相互作用としてのロゴスと一体化したものとして現れる。しかもそのロゴスとは、さしあ

たり言語、言葉、語りとは何の関係もなく、「集めること」を意味するのだとし、ヘラクレ

イトスの断片「すべての物事はロゴスに従っている」「ロゴスは共通なもの、あまねくある

もの」がこの言葉の本来の意味に対応しているという。ここでハイデガーが強調するのは、

言語に先行する存在了解ということである。  

 

純粋に聞き従うことは耳や口とは何の関係もない。むしろそれは、ロゴスがそれであるところの

もの、すなわちそのものとしての存在者の集められてあることに向き合って、それに従うことを

意味する（GA40,138）。 

 

ハイデガーがヘラクレイトスとパルメニデスの言に従って説く原初のロゴスとは、たん

に言葉として語り聞かれるのではなく収集 Versammlung としての存在に向き合ってそれを

聞き知ること Vernehmung とされる41。収集とは対立するものを一つの共属に保持すること

である。このような言語に先行する根源的次元から人間が了解されたのちに「ロゴスをも

つ動物」という定義がなされるとされる。ここにおいて『存在と時間』では未規定に残さ

れていた存在の規定の一端が明かされたことになる。そこでは「人間とは何か」ではなく

「現存在とは誰か」と問うことが要請されていた（第 25 節）。私たちが自ら固有なものと

して存在を問うことでのみ歴史が生起するとされていた（第 72 節）。『形而上学入門』でハ

イデガーがヘラクレイトス、パルメニデスの断片に読み解くのは、まさにその反復であり、

存在そのものの本質から人間を規定することである。ここから基礎存在論は以下のように

ある方向付けを強調して語り直される。  

 

存在は人間が問うことによっておのれを開く。そこでのみ歴史が生起する。そしてそれととも

に、人間が存在者そのものとの対決へと危険を冒す力の源である、人間のあの存在もまた生起す

る。  

この問いながらの対決が、人間を、初めて、彼自身がそれでありまたあらねばならない存在者

へと連れ戻す。  

人間は、問いながら歴史的な者として、初めて、自己自身に到来し自己である。人間の自己性

とは次のことを意味する。人間におのれを開く存在を、人間は歴史へと変容し、その中で自己を

存立させなければならない、ということである。自己性とは、人間がまずもって自我であるとか、

個別者であるとかを意味しない。人間は個別者でもなく、われわれでもなく、共同体でもない

（GA40,152）。 

 

 
41 Vernehmen はすでに『存在と時間』でも noein の訳語「覚知」として導入されていて（SZ,33）、

見えるようにする挙示的ロゴスが誤らせることもあるのと対比して、根源的意味において真であ

り、つねに発見的で覆い隠すことがありえないとされる。同書では規定する作用（SZ,62）が強調さ

れたが、ここでは受容的作用が強調されている。この後『哲学への寄与』において noein はさらに

内立性 Inständigkeit と対比されるが（GA65,265）、このキーワードもヘルダーリンの詩行から着想

されており（GA39,266）、原的な意味作用「切迫」の含意も忘れてはならないだろう。  
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しかしこれはまだ一般的指示であり、十分ではないとされる。ハイデガーはさらにソフォ

クレス『アンティゴネー』の詩行解釈によって存在の本質規定としての抗争を際立たせて

いく。この合唱歌によれば、人間はもっとも不気味なものであって、圧倒的に支配する。

このわずか 40 行ほどの詩行においてハイデガーは人間存在の原初的不気味さの度を越し

た暴力性を読解している。人間は圧倒するもののさなかにおいて力を振るい、狂気、破滅、

不幸が彼を襲う（GA40,161）。生き物をその秩序から引き離し収奪し征服する（GA40,163）。

こうした原初の不気味さは始原の純粋さを前提する進化論を転倒させる。また詩句に忠実

に読解すれば、言語、了解、気分、激情、耕作はもはや人間に属する力ではなく、それ自

体が人間をくまなく支配する（GA40,165）。人間は主観客観の認識論以前に世界に投げられ

ているのであり、人間が発明したとされる構築物だけでなくその発するあらゆる表現や行

為もまた発した者の意図を超えて他の人々を拘束し支配することになる。人間がそれらを

発明したのではなく、自らの被投性においてそのなかで自己を見出すことになる。よって

こうした構築物や発散それ自体が人間の能力の証明になるのではないことをハイデガーは

強調している。  

 

そうではなくてそれ［人間の能力の証明］は、人間が存在者の中へと侵入することにより、存在

者がそのものとして開示される根拠となる諸力の制御であり調節である。人間は力の行使におい

て初めて存在者のさなかで自分自身である、すなわち歴史的であるのだが、そのために人間は上

に述べた力を使いこなさなければならない。存在者の開示とはその力のことである（GA40,166）。 

 

人間の力の行使は存在者の開示のためにそれを使いこなすことにあり、仮象にまきこまれ

自己を存在から締め出すことになってはならない。すべての力の行使の唯一の挫折として

の死があること、自らを有限な死すべきものとして知ることにおいて初めて、眼前にある

ものを超えて存在との連関において存在者に規定を与え、存在を存在者のうちに開示的に

実現することができる。  

 

現れ出るものとしての作品において、支配する出現すなわちピュシスが輝くのである。存在者と

して形をとった存在としての藝術作品によって、それ以外のすべての現出者、まだそこにあるだ

けのものが、初めて存在者として、あるいは非存在者として、確証され、接近可能となり、解釈

可能となり、了解可能となる（GA40,168）。  

 

ここでハイデガーはヘラクレイトス、パルメニデスの言葉から導いた「聞き知ること」と

してのロゴスに対し、ソフォクレスの詩句から読解した人間の行為の不気味さの競り上げ

を重ね合わせ、哲学的思索だけでは言い尽くせない人間の決定の次元の関与を存在の開示

のための必然として記述する。そこには圧倒的で不気味な暴力が伴う場合もあるが、それ

が存在のための決断であるかぎりで肯定されている。そして存在とは対立するものをとも

に保持するのであり、いずれか一方を無にすることとは無縁である。『存在と時間』では命

運 Geschick に委ねられていた現存在の企投の成り行きはここにおいて明確に規定され、現
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存在の正しい決定を導くことになる。  

 

聞き知ることがそうなりうる［存在、無、仮象の三叉路に立つ］のは、ただ、それが、無に反対

し、存在のために決断し、それゆえに、仮象と対決する場合のみである。だが、このような本質

的決断は、その遂行と維持において、絶えず押し寄せる日常的で習慣的なものの中への縺れ込み

に対して、力を用いなければならない（GA40, 177）。 

 

人間存在とは以下のことを意味する。収集すること、存在者の存在の収集する聞き知り、現象を

知によって作品のなかへ置くことを引き受けること、そうして隠れなきことを司ること、隠れな

きことを隠蔽に対して守ることである（GA40,183）。  

 

原初のこの存在論の構想は、基礎存在論が未規定に残した Geschick の成り行きに規定を与

える一方で、ソフォクレスの詩行が顕わにするもっとも不気味なものとしての人間の様相

によって私たちを困窮に陥れ、存在、無、仮象の三叉路において切迫した決断を迫るので

ある。ここで登場していた存在論的主宰の作用 Walten は、狭義の自然のみならず他者一般、

およびその間接的介入を含意する言語やイデア性などの構築物をも含む他者性一般、有限

な存在者が経験する他者一般としての存在が及ぼす根源的力であって、現存在はその力に

聞き従うだけでなく、もっとも不気味なものとしてその力に抗して企投することがある。

人間は存在の開示を求めて闘争するだけでなく、仮象の道に突き進むこともあり、無の道

に自らを陥れることもある。ソフォクレスの詩行が描き出すのはこうした人間の行為であ

る。この Walten は存在論的作用であって、すなわち客観的な力として実在するのではなく、

私たちがその固有性において存在の意味を問うときに、それに抗する力として浮上するの

である。政治的なものの意味を最大限に拡大しそれに意味を与えている超越論的地平を画

定すれば、それは他者一般の支配する作用である。あらゆる政治的なものの起源には他者

の支配への抵抗がある。言い換えれば、Walten こそが存在と存在者との抗争一般、すなわ

ち政治的なものの領野を開くのである。そこから出発して私たちは別の正義、別の政治へ

の可能性を開くことができるだろう。  

こうした原初のピュシスを聞き知るロゴスがいかに忘却され理性となるに至ったか（ロ

ゴス中心主義）、その生成的側面が忘却され現前するイデアとなるに至ったか（現前の形而

上学）、すべてが眼前にある特別の種類の生物すなわち最善の動物に基づいて決定される

に至ったか（存在神論）についても、ハイデガーはさらに解明を続けている 42。「人間はロ

 
42 ロゴス中心主義、現前の形而上学はジャック・デリダが 1967 年『グラマトロジーについて』、『声

と現象』で創出した語であり、デリダはこれらにより当時ハイデガー存在論とともに最先端の知と

して流行していた構造主義とフッサール現象学を相手取り、それらのテクストにおける存在忘却の

様相を指摘した。これらの用語が当時のフランス知識人に直ちに受容されたのは、1958 年に仏訳さ

れた『形而上学入門』がすでに十分に浸透していたことを示している。同様に最晩年のデリダは 2002

年のセミネール『獣と主権者』において、ジョルジオ・アガンベンが『ホモサケル』でビオスとゾ

ーエの概念に依拠して生政治を立論することを強く批判するが、アリストテレスのこの規定に依拠

することは根源的ロゴスの忘却に等しいと見るからである。存在神論はハイデガーの造語であり、

この後「ヘーゲルの経験概念」（1942 年）で初めてこの意味で使用された。  
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ゴスをもつ動物である」（『政治学』1253a）というアリストテレスの有名な規定はすでに原

初のロゴスの忘却である。ハイデガーによれば人間は動物に何物かが付加される序列のう

ちの最高のものではなく、世界を構成できるまったく他なる生き物であり、原初的ロゴス

は人間の発明した道具ではなく、存在の作用の一つとして人間を基礎づけている。「ピュシ

スとは人間をもつロゴスである」というのが正しい規定であるとハイデガーはいう。  

 

ロゴスはとうの昔に、悟性や理性という能力へ浅薄化された。この能力そのものが、眼前にある

特別の種類の生物に基づいて、すなわち「最善の動物」に基づいて、基礎づけられるのである

（GA40,184）。 

 

かくして聞き知るという原初のロゴスは忘却され、思考が存在を支配するようになる。こ

の忘却の発端はイデアとしての存在了解であるとハイデガーは規定している。イデアの語

源エイドスは外観を意味することで、存在が自ら現前する恒常性である。このことはたし

かにピュシスが現れ出つつ輝くことの帰結ではあるが、帰結が本質そのものへ高められる

ことがあってはならないとハイデガーは論じている。なぜなら自己を存立へもたらすこと

として空間を占拠するという生成的相が脱落するからである。この生成的運動を聞き知る

ことが原初のロゴスの作用であった。イデアはピュシスの結果であり、ピュシスそのもの

と誤解されてはならない。  

 

存在は聞き知ることから、ただ聞き知られたものとして把握されるべきでなく、聞き知ることが

存在のためにある。聞き知ることが存在者を開示する仕方は以下のようでなくてはならない。す

なわち、聞き知ることが存在者をその存在のなかへ戻し立て、その存在者が表象されるという事

実に関して、また何として表象されるかに関して、その存在者を把握する（GA40,192）。  

 

存在者をその外観だけでなくその生成の由来とともに聞き知ることが、その存在を了解す

ることである。これは形而上学としてのハイデガー存在論の企投全体を支える時間性の必

然性の根拠である。これを存在のために、真理として主張することがハイデガーの政治的

主張である。  

 

 

３ ハイデガーが開く政治的なもの  

 

最後にもう一度ハイデガー自身の言によれば、彼はそのニーチェ講義においてナチズム

と対決した43。すなわち総駆り立て体制 Gestell 批判、生物学主義批判において。ハイデガ

ーはナチス政権の存在論的誤謬として全体主義体制と人種差別政策を特定するのである。

生物学主義は 1936/37 年最初のニーチェ講義（『ニーチェ』第 1 部「芸術としての力への意

 
43 「1936 年には一連のニーチェ講義が始まりました。聞く耳を持っていた人はみんな、これがナチ

ズムとの対決であったということを聴き取りました」（GA16,664）。  
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志」）で力への意志の評価の指標となり、1939 年夏学期講義（『ニーチェ』第 3 部「認識と

しての力への意志」）では全面展開されている。ハイデガーはこれらの講義でナチス政権下

の講壇哲学がニーチェを生物学主義と解釈したことに抗して、ニーチェは全体としての存

在者を力への意志で規定した形而上学者であり、生物学の理論を存在者に適用することと

しての生物学主義ではないと主張する 44。この講義の未講の最終部とされる『ニーチェ』第

4 部「等しいものの永劫回帰と力への意志」の冒頭では、生物学主義は力への意志と形而

上学との断絶の根拠として言明される 45が、戦後『ヒューマニズム書簡』においては、生物

学主義が形而上学と同一視されて批判されることになる（GA9,322-325）。いずれにおいて

も生物学主義は、ハイデガー存在思想への決定的侵犯として断罪されるのである。  

Gestell はニーチェ講義では当初「作ることの支配 Machenschaft」として『ニーチェ』所収

の諸草稿第 4 部、第 10 部「形而上学の内への回想」に登場するが、第 9 部「形而上学とし

ての存在の歴史に向けての諸草案」で両者は同一視される 46。Gestell の語そのものは、この

時期に執筆されたとされるが戦後に公表された論考「ピュシスの本質と概念について。ア

リストテレス『自然学』B1」において初めて、原初的ピュシスを隠蔽する作用の一環とし

て構想されている47。 

戦後においてはとりわけ形而上学批判、技術批判として展開されたこうした主張はすで

に崩壊した政権についての事後的な論評としてではなく、まさにその政権の猛威と迫害を

耐え抜きつつ48、新たな時代へ向けて練り上げられ公表されてきたことを私たちは忘れて

はならない。ナチズムや全体主義といった現前する存在者の表象についてではなく、その

反存在論的特性を Walten の根源的作用としての存在論的生成から特定して警告することに

おいて、ハイデガーは存在者をそのものとしてその存在から思惟するべきことを私たちに

教え、現代の政治に伏在する危機の様相を明るみに出すことを可能にするだろう。このよ

うな超時間的に遍在する存在論的意味作用は、諸概念にもっとも普遍的な超感性的に把握

される諸規定であり、中世哲学の意味での超カテゴリ的超越概念であることで、超越論的

と名指すことができるのではないだろうか 49。 

 
44 ジャック・デリダはこうしたハイデガーの所作に反論し、ニーチェはむしろハイデガーが『形

而上学入門』で提起した原初のピュシスに忠実な思想家であると論じて、形而上学の完成者でも生

物学主義でもないニーチェ像を提起すると同時に、西洋形而上学全体を反省する論拠であるハイデ

ガーのピュシスの思想を支持するのである（デリダ『ゼミネール生死』第 10 回）。 
45 「力への意志の思想は、とりわけその生物学主義的形態において、この構想の領域から外れ、形

而上学の伝統を完成するというよりも、むしろ奇形化と平板化によってその伝統を途絶するかのよ

うにみえる」（GA6-2,1）。  
46 「作ることの支配（総駆り立て体制）」（GA6-2,429）。 
47 「ピュシスは見相 Aussehen のうちに集め立てること Gestelltheit （『自然学』第 2 巻第 1 章 193b-

18）」（GA9,281）。ここでアリストテレスは見相としてのピュシスを言明しつつも生成としての

ピュシスも捨てきれない見解を表明しており、ハイデガーはここに着目するのである。  
48 学長辞任後終戦までの 11 年間、ハイデガーの講義は監視され、著作は回収され、自身は国際学術

活動派遣から排除され、「全く不要な教員」として土木作業に従事させられた（GA16,665-668）。 
49 ジャック・デリダ『グラマトロジーについて』第 1 部第 1 章「書かれた存在」ではハイデガー存

在論が言語的前了解を前提する点に着目し、これを痕跡と差延で一般化する議論がなされる。この

言語的前了解は、前年の講義録『ハイデガー  ―存在の問いと歴史』で「二つの保証」として特定

されたうちの一つであり、デリダは『形而上学入門』で示された原初のピュシスの徹底的無前提性
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存在論的主宰 Walten の現実化としての Gestell の猛威に晒された状況においては、もは

や存在者的手立てで対応することはかなわず、存在論的対処が必要となる。ハイデガー自

身が一貫して提起してきた控えめな対処方法は、芸術や詩作のような計算不可能なもの

（GA5,95f および GA9,309ff）の復権、および全体としての存在者の存在論的共生の構造と

しての四方界である。以下ではこれらの条件の展開事例を紹介する。  

ジャック・デリダは晩年贈与、歓待、赦しなどの倫理的事象を「不可能なもの」として

考究したが、こうした事象は語の臨界的経験においてアポリア構造にあることから、その

ものとして現前不可能であることにおいて計算不可能なものに属するのであり、存在論的

危機脱出の可能性の条件と考えられるのである。  

この計算不可能なものの思想に触発され、ジャン＝リュック・ナンシーは政治と非政治

の根本的区別を要請する50。ここで非政治とは、計算不可能なもの、分有不可能なものであ

り、政治を超過する。政治はこれらの実在を可能にし、その開かれを保持し、アクセス条

件を保証する責務があるが、その内容を引き受けない。計算不可能なものが分有される環

境とは、アート、愛、友愛、思想、知、感情等であるが、政治ではない。従来の政治は計

算可能な富の分配に終始してきたが、計算不可能なものの実現こそが来るべき政治の目標

であるとされる。民主主義は分有の主張を差し控え、その享受を保証することを目指す。

この条件は存在論的真理であり、計算不可能なものが事実的要請や力関係による分配の対

象となってはならないとされる。昨今垣間見られるような文化の内容に介入する文化政策

の逸脱や歪みを告発する論拠として意義深い理論である。  

ハイデガーの四方界 Geviert の思想は、1950 年の講演「物」（GA7,157-175）において提示

されるが、前期においては現存在の存在、中期においては原初のピュシスとロゴスとして

表象された存在の問いの根本的表象に代わって、後期存在思想の真理として 4 つの形象、

すなわち大地、天空、神的なもの、死すべきものがそこで名指されており、ここからすべ

ての思惟が原初的にあるべき仕方が可能となるとされる 51。あらゆる物はその根源性にお

いて、この四者をそれぞれの在り方のうちに宿しており、ここから自らを固有なものへ向

けて、その本質を生起させることで、世界すなわち経験の意味の地平をもたらすことがで

きる。中期存在思想における原初のピュシスとロゴスは、あらゆる物に対しその本質に聞

き従いつつ応答してともに世界を形成する現存在の思惟として展開されている。中期思想

では自ら現れ出るものとされていたピュシスとしての存在が、ここでは人間の構築する物

にまで拡張されるのである。これにより私たちは、物を構築する技術の倫理、それを使用

する環境の倫理を存在論的に構想することができる。  

最後にハイデガーが思考しなかった民主主義のアクターに関する存在論的謎について、

現代の思想家はそのアポリア的経験を先鋭化していることを指摘したい。ジャック・デリ

 
に対して不徹底な『存在と時間』の姿勢を問いただし、痕跡と差延の思想で超克を図る所作を見せ

ている。  
50 Jean-Luc Nancy, Vérité de la démocratie, Galilée, 2008 の第 9 章参照。  
51 さらに 1955 年の講演でハイデガーは「存在」の語を抹消線で消去するが、このとき抹消線と四方

界の意味作用を重ねることで、存在の思惟の最終的形象としての四方界を示唆するのである

（GA9,411）。  
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ダがアリストテレス『エウデモス倫理学』の一節「本来的な意味で政治的行為とは、でき

るだけ多くの友愛を作り出すことである」（1234b-22-23）に着目するのはこのような背景か

らである52。一見したところ、友愛を作り出すことは暴力への最良の抵抗であるように見

えるし、暴力の絶えない現代の諸動向を規制する政治に必須の条件と見えるかもしれない。

しかしこの意味深い格率が開いたと同時に閉じてもいる民主主義の救済の両義性について、

デリダはハイデガー存在論に従って粘り強く分析して見せる。この結果顕わになる友愛の

本質とは、友人は少ないほどよいという正反対の帰結であり、政治的なものの謎となって

とどまり続ける。マーサ・ヌスバウムにとってこの友愛の最大化とは民主主義のアクター

を最大限に拡大することである 53。兄弟愛としての友愛が排除してきた女性から始めて障

碍者、外国人、動物へと正義の分配手法を拡張するヌスバウムの構想は、存在論と技術的

手法の競り上げが交差する領域に触れようとしている 54。 
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誕生と死、出生性と被投性 

―アーレントの「政治」とハイデガーの「倫理」を

めぐる一考察― 

 

森川 輝一（京都大学） 

 

 

Birth and Death, Natality and Thrownness 

― Between Arendt’s ‘Politics’ and Heidegger’s ‘Ethics’  

 

Terukazu MORIKAWA 

 

 

Hannah Arendt (and many Arendians) severely attacks Heidegger’s 

conception of  Dasein as ‘being-toward-death’, so as to develop her own 

theory of  ‘natality’. For Arendt, natality, the event of  coming-into-the-

world of  a newborn, discloses the fact that we are able to start something 

new, even to create a new body-politic after the age of  totalitarianism and 

its total destruction. However, such an Arendtian politics of  natality, I 

assume, should be criticized as a ‘metaphysical humanism’ from the 

Heideggerian perspective, though he himself  gave no comment on it. 

Taking this hypothetical criticism as an ethical denunciation against politics 

per se, first, I assess Arendt’s distinction between natality and reproduction, 

that is, the authentic beginning of  human life (bios) and the mere 

reproduction of  biological life (zōē). Second, focusing on a few sections of  

Sein und Zeit where the author exceptionally refers to the human birth as 

an essential condition of  the historical continuity of  the people (Volk), I 

examine what is behind Heidegger’s general silence on birth in his later 

thought. Third, reconsidering the reason that Arendt asserts birth as a new 

beginning through the citation of  St. Augustine’s words, I suggest that no 

politics, as long as it is a human activity in the world, could exist without 

what Heidegger condemns as ‘humanism’. 

 

keywords: Arendt, Natality, Reproduction, Politics, Metaphysics 

キーワード：アーレント、出生、生殖、政治、形而上学  
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はじめに ―誕生と死 

 

「政治的なもの／倫理的なもの」という統一テーマに即して、本報告では、ハンナ・ア

ーレントの「政治」とマルティン・ハイデガーの「倫理」とを、誕生と死を焦点として比

較考察してみたいと思います1。ともに資本と技術の支配する現代大衆社会における人間の

本来的な在り方の喪失を批判しながら、本来的な実存への契機をハイデガーは死という生

の終わりに見出し、たほうアーレントは誕生という始まりに求める。人間の生を眺めやる

両者の視座の根本的な相違について、まずは確認しておくことにします。  

ひとは誰もが必ず、いつか死ぬ。そんなことは当たり前過ぎて日頃は誰も考えないし、

考える暇もない。死に思いを馳せることもなく、私は乗客として満員電車に身を沈め、教

員として大学に勤務し、納税者として税金を納め、日々を送っています。しかし「乗客」

だの「教員」だのは他にもたくさんいて、私の唯一性を証し立てるものではない。私は匿

名の「勤め人」、交換可能な「納税者」、要するに誰でもないひと（das Man）の一人でしか

なく、そのことにどこか居心地の悪さを感じてもいる。その根底には、死ねば私のすべて

が無に帰すという厳然たる事実が横たわっており、だからこそ不安を覆い隠そうとますま

す日常に埋没し、私ハ大学教員デアルなどという世間的（öffentlich）な自己規定にしがみ

ついてしまうわけですが、そうではなく、迫りくる死を直視せねばならない。私の死を、

誰にも替わってもらえない私固有の運命として自ら引き受けねばならない。そのとき、私

ハ〇〇デアルという非本来的な自己規定はすべて剥がれ落ち、裸形の私のありようが、す

なわち、理由もなく世界に投げ込まれておのれ自身の死に臨むものとして今ここに在る
ダ ー ・ ザ イ ン

と

いう本来的な実存が露わとなるのだ―こうしたハイデガーの議論に、アーレントは真っ

向から異議を唱えます。  

実存の唯一性が、なぜ自己がただ一人世界から消え去る死と結びつけられるのか。私は

この世界を他の人々とともに生きており、この私の唯一性は世界の内で、他の人々の間に

おいてこそ開示されるのだ。あなたと私が自由に言葉を交わし合い、ともに何かを行うと

き、私たちは各々、「教員」とか「納税者」とかいう役割存在には還元されえない唯一無二の
ユ ニ ー ク な

自己の姿を互いに示し合うことになる。あなたの言葉や所作、行為、その一つひとつが、

他の誰とも異なるユニークなあなた自身を顕現させるとともに、私たちの間で何か新しい

出来事が始まる可能性をもたらす。そうした生の時間、その活き活きとした動きは、誕生

とともに始まる。新たな子どもが世界に到来し、人々の間にそのユニークな姿を現す誕生

という始まり
ア ル ケ ー

にこそ、人間の自由と複数性の原理
アルケー

が孕まれている。そして、かかる原理に

基づき、人々が自由に活動を行う真に公共的（öffentlich）な空間を創設することが、破壊

と死に覆われた二〇世紀世界における新たな「政治」の始まりとなるのだ―こうしたア

ーレントの議論が、かつて一時とはいえナチ運動に参与したハイデガーに対する根本的な

批判を含んでいることは言うまでもありません。  

 
1 本稿は、ハイデガー・フォーラム第 14 回大会での報告（2019 年 9 月 28 日、同志社大学）での報

告原稿に加筆修正を施したものである。同フォーラム関係者各位、忌憚のない批評・批判を投げか

けて下さった参加者各位に、心より御礼申し上げる。  
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「ハイデガーは誤っている。人間は“世界の内に”、“投げ込まれている geworfen”ので

はない。もしそうであるなら、我々は大地の上に投げ込まれた動物以外の何ものでもない。

人間は世界の内に、投げ込まれるのではなく、導かれるのである geleitet。だからこそ、自

らの持続性を確立し、自らの帰属を明らかにするのである」2。人間はただ一人死に急ぐた

めに意味もなく世界に投げ込まれているのではなく、「始まりが存在せんがために人間は

創られた」というアウグスティヌスの言葉が示すとおり（『神の国』12 巻 21 章）、新しい者

として生まれ、他者とともに新しい世界を始めることができる 3。アーレントに言わせれば、

おのれの死という「無」に囚われたハイデガーには、他者とともにこの世界を生きる意味

を理解することができないのであり、死ではなく誕生にこそ目を凝らすべきなのです―

「人間はなるほど死ななければならないが、死ぬためにではなく、始めるために生まれて
．．．．．．．．．．

来る
．．

のである」（HC: sec.34, p.246. 傍点引用者）。  

生まれ来る人々の自由と複数性を肯定するアーレントの視座から、「死」に魅入られたハ

イデガー哲学における他者性の欠如を論難する。報告者を含むアーレント研究者が好んで

依拠する構図ですが4、本報告では以下、これを敢えてハイデガーの視座から捉え直してみ

たいと思うのです。ハイデガーがアーレントに明示的に論及した形跡はありませんが、如

上の議論を、ハイデガーならこう批判するはずです―なぜ、「始めるために
．．．

生まれて来る」

などと言えるのか。なるほど、アウグスティヌスのように、あらゆる存在者を創造する神

なるものを想定するなら、始マリノタメニ神ハ人間ヲ創ッタと語ることができよう。しか

しそれは、「最高の存在者 summum ens、つまりそれ自身は被造的でない存在者 ens increatum

としての神」なるものによって人間存在を根拠づけ、いかなる存在者にも還元されえない

存在の事実性を隠蔽してしまうことでしかない 5。そうした形而上学的思考を徹底的に解体

し、存在者の次元には根拠をもちえない、いわば存在者の無としてのみ露わとなる存在そ

のものを思索せねばならない。何カガ在ルという汲み尽くしえない存在の事実性を「人間

トハ～デアル」という本質規定にすり替えてしまうあらゆる人間学主義
ヒ ュ ー マ ニ ズ ム

を克服して、存在

の言葉に住まう「根源的な倫理学」を開かなければならない 6。 

 
2 Hannah Arendt, Denktagebuch:1950 bis 1973, hrsg. von Ludz, U. und Nordmann, I., Piper, 2003（青木隆嘉訳

『思索日記』I・II、法政大学出版会、2006 年）, XXI[68], S.549f. 同書については以下 DT と略記し、

「号 Heft、項目」で箇所を示す。  
3 Arendt, The Human Condition , The University of Chicago Press, 1958（志水速雄訳『人間の条件』、ちく

ま学芸文庫、1994 年）, sec.24, p.177（傍点引用者）. 同書については以下 HC と略記し、節と頁数で

引用箇所を示す。  
4 Dana, R. Villa, Arendt and Heidegger: the Fate of the Political, Princeton U. P., 1996（青木隆嘉訳『アレントと

ハイデガー』、法政大学出版局、2004 年）; Jacques Taminiaux, The Thracian Maid and the Professional Thinker: 

Arendt and Heidegger ,trans. by Gendre, M., SUNY, 1997; 森一郎『死と誕生 ―ハイデガー・九鬼周造・

アーレント』（東京大学出版会、2008 年）; 森川輝一『≪始まり≫のアーレント』（岩波書店、2010

年）、等。  
5 Martin Heidegger, “Was ist Metaphysik?”, GA, Band9, Vittorio Klostermann, S.119（辻村公一、ハルトムー

ト・ブフナー訳『道標』ハイデッガー全集第 9 巻、創文社、1985 年、145 頁） .  
6 Heidegger, “Über den Humanismus”, GA9: S.356（邦訳はちくま文庫版の渡邊二郎訳を参照、124 頁） . 

「生きとし生けるもの全てへの、それが生きているというそのことのみがすでに「畏怖」の主題に

なりうるという思想〔…〕或る人が、ドイツ人であるか、ユダヤ人であるか（Was-heit）でなく、そ

の人がそこに居る（在る）ということ（Dass-heit）、そのことの重要性、そのことへの畏敬の念、

がその（ハイデガー存在思惟の）核心なのです。〔…〕もっとも、ハイデガー自身も、安易なヒュ
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こうしたハイデガーの、いわば死すべき者の「倫理」は、アーレントの語る生まれ来る

者たちの「政治」が、誕生の理由ないし目的を根拠づける何らかの形而上学に依拠せざる

をえないことに対し、根源的な批判を投げかけているのではないか。そしてそれは、ひと

りアーレントのみならず、人間たちが自らの生存をはかるために世代を超えて秩序を支え

保つ「政治」という営みそのものの限界を抉り出すものなのではないか。この問いを考え

るために、誕生と死を二分法的に対比するのではなく7、「生殖」という要素を間に差し挟

んでみたいと思います。  

 

 

１．「誕生」の両義性 ―「出生」と「生殖」 

 

人間の誕生（birth）を、アーレントは新しい人格的存在者が到来する出来事と捉えて「出

生 natality」と呼ぶわけですが、誕生それ自体は、言うまでもなく「生殖 reproduction」の所

産です。ヒトがヒトを産むこと、すなわち生きとし生けるものすべてが自然の摂理に従っ

て行う同種の個体の再生産の所産として、人間は生まれる。アーレントの行為概念に照ら

すと、「出生」というユニークな個の始まりが「活動 action（Handeln）」の原理であるのに

対して、「生殖」というヒトの再生産は「労働 labor（Arbeit）」に対応しています。アーレン

トの用語法における「労働」とは、生命（zōē）の維持のために、生産と消費の反復を休み

なく強いられる行為を指しており、自由な言葉と行為によって人間特有の生（bios）を紡ぎ

出す「活動」はむろん、特定の目的のために耐久性のある物を造り出す「制作 work

（Herstellen）」とも鋭く区別されます（パンをつくっては食べる、その繰り返しは「労働」、

ハンマーを造り、それを使ってテーブルを造り出すのは「制作」）。生存するために労働は

必要不可欠ですが、生命の必然に従って労働を反復するだけでは動物と変わりません。「生

殖」にも同じことが当てはまり、人間集団の維持存続のためには生殖過程が途絶えてはな

りませんが、その観点から見れば、必要なのは繁殖率を一定水準以上に保つことであって、

誕生する個体一つひとつの唯一性などはどうでもよいことです。言い換えれば、「出生」と

いう誕生の本来的な契機を欠くと、人間は単なる「労働する動物 animal laborans」に堕ちて

しまうのであり、いわば「出生」こそが、生命
ゾーエー

に従属する動物と自由な 生
ビオス

を生きる人間と

を分かつ種差なのです。  

とはいえ「生殖」と「出生」は、誕生の事実が孕む二つの要素であって、別々のものと

して切り離すことはできません。ハイデガーの現存在分析における非本来的なひとと本来

 
ーマニズムに陥ることを嫌ってか、あるいは、そのほかの理由によってか、この種の発想を表立た

せることはありませんでした」（中田光雄「ハイデガー思惟と〈反ユダヤ主義〉」、『ハイデガー

哲学は反ユダヤ主義か ―「黒ノート」をめぐる討議』（水声社、2015 年）、186-7 頁、傍点は省

略した）。  
7 「アーレントの「可死性／誕生性」の二分法は、小気味よいほどの切れ味を発揮する一方で、いか

んせん、死と誕生を分断しすぎているように思われる。終わりとしての死を思考に、始まりとして

の誕生を行為に、それぞれ割りふることによって、いのち全体は抽象化され、バラバラになってし

まう」（森一郎「誕生、行為、創設  ―アーレント『革命論』における「始まり」について」、『思

想』1141 号、2019 年、76 頁）。  
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的な自己とが、実体的な区別ではなく、前者の内に後者の可能性が存するというかたちで

せめぎ合っているように8、一人の子どもが生まれるという出来事のなかで、「生殖」と「出

生」とはいわば表裏一体の関係にあります。しかし通例ひとは「生殖／出生」という誕生

の両義性に目を凝らすことなく、それどころか、優良種なるものの繁殖を―劣等種なる

ものの根絶とセットで―国策に掲げたナチ国家から、出生率低下による将来の労働力不

足を憂える今日の日本社会にいたるまで、誕生をもっぱら「生殖」として取り扱い、集団

全体の生命過程に従属させてしまう。だからこそアーレントは、『全体主義の起源』以来、

「始まりが存在せんがために人間は創られた」というアウグスティヌスの言葉を繰り返し

引用して、誕生という出来事が単なる「生殖」に尽きるものではなく、ユニークな個の「出

生」でも
．
あることを強調し続けたのです。  

しかしながら、当たり前のことではありますが、「出生」は「生殖」抜きには成り立ちま

せん。「労働」による生命
ゾーエー

の維持が、「活動」による自由な 生
ビオス

のための不可欠な物質的基礎

となるのと同様に、「生殖」によるヒトの再生産が続けられなければ、個々の「出生」を云々

すること自体が不可能となります（アーレントが新たな人間の「出生」を言い当てる言葉

として、通例「出生率」という意味で使われる ‘natality’という単語を選択したことは、何

やら示唆的です）。「出生」は「生殖」に根本的に依存しているのであり、出生を始まりと

する活動の 生
ビオス

にも同じことが当てはまります。活動の基本的な構造は、誰かが何かを始め

（archein）、別の誰かが引き継ぐ（prattein）というものであり、始まり（archē）はつねに、そ

れを引き継ぐ他者の実践（praxis）に依存しています（HC: sec.26）。つまり活動の過程を続

けてゆくには、その後を継ぐ人々が登場してくれなければ困るわけで、『革命について』で

アーレントが論じるような政治的な活動について考えると、このことはさらに明白となり

ます。革命を成就させて新たな政治体を創設しても、新たな「世代」が生まれて来てそれ

を引き継ぎ、その「保存と増大」に努めてくれなければ、すべては水泡に帰してしまう  

9。

とすると、「行為の生活」の根本的な「責務」は「世界に生まれて来る新たな人々」のため

に「世界を保持する」ことだ（HC: sec.1, p.9）、革命による政治体の創設は「我々自身」よ

り「我々の「後継者」や「子孫」」のために行われるのだ（OR: p.175/270 頁）、とアーレン

トは言うけれど、むしろ、今ここを生きる私たちのほうが、現
．
在の世界を続けるために
．．．．．．．．．．．

、

所与の政治体を保持するために
．．．．．．．．．．．．．．

、新たな世代の出現を欲し、必要としている、と言うべき

ではないでしょうか。  

如上の言いがかりは、アーレントのみに向けられるべきものではなく、政治という営み

一般に妥当します。出生率がゼロになれば、どんな政治共同体も滅亡を免れません。全体

主義国家であれ、いわゆる自由民主主義国家であれ、その点は変わらない。だから、「国の

ために女は子を産め、生殖と結びつかないセクシュアリティなど認めん！」という類いの

野卑な言動には眉を顰めるリベラルな市民だって（報告者含め）、口に出しては言わないま

でも、やはり出生率が下がり過ぎたら困る、向上して欲しい、と思っている―ここに潜

む欺瞞を、クィア理論家のＬ・エーデルマンは「生殖未来主義 reproductive futurism」とし

 
8 Alexander S. Duff, Heidegger and Politics: The Ontology of Radical Discontent, Cambridge, 2015, p.64f., 88f. 
9 On Revolution, Penguin Books, 1965 (1963)（志水速雄訳『革命について』、ちくま学芸文庫、1995 年）. 

同書については、以下 OR と略記して引用箇所を示す。  
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て告発します。同性愛の承認や妊娠中絶の是非をめぐり、リベラル派は保守派と一見激し

く対立しているかに見えるものの、生殖による国家社会の存続を自明の前提としている点

で、実は同じ穴のムジナである。そもそも政治とは、「ある構造を肯定
．．

し、社会秩序を真正
．．

なものにし
．．．．．

、その上で未来に引き渡そうとする、その核心部分において保守的」な営みで

あり、自らの存続のために「子どもという未来」を絶えず必要とするのだから、生殖に結

びつかないセクシュアリティに対してうわべでは寛容
リベラル

を気取る連中にしても、根底では

「「産めよ、殖えよ」〔創世記 1:28〕という聖書の命令」に従属しているのだ 10、と。エーデ

ルマンはアーレントには言及していませんが、政治と生殖の本質的な結びつきを抉り出す

その批判が、アーレントの「出生／生殖」の議論にも当てはまることは明らかです。  

アーレントの「出生」が実は「生殖」に決定的に依存していることは、現在から未来へ
．．．．．．．

と秩序の存続をはかる政治という
．．．．．．．．．．．．．．．

営みの本質
．．．．．

にかかわる問題なのではないでしょうか。今

を生きる私たちは、私たちの世界を続けるために、新たな子どもたちの誕生（生殖／出生）

を必要としており、しかもそれは、私たちが勝手につくりあげたこの世界を、彼らに故郷

（Heimat）として押し付け、無理やり引き継がせる―「君たちは新しい始まりだ、世界

を新しく始めることができるんだ」と言祝ぎながら―ことと不可分なのです。こうして

みると、政治という営みは、何とも無気味な（unheimlich）ものに思われてきます。そして、

この無気味さを見つめ、「政治」一切の根底に潜む無を露呈させる試みとして、ハイデガー

の「倫理」を捉え直すことができるのではないでしょうか。  

 

 

２．ハイデガーにおける「誕生」  

 

政治と生殖は不可分の関係にあり、ゆえにアーレントのように「政治」の可能性を探求

する者は、誕生（生殖／出生）をめぐる厄介な問題と向き合う羽目になるわけですが、ハ

イデガーはこの困難を免れているように見えます。ハイデガーは死という無に囚われてお

り、ゆえに誕生と結びついた人間の複数性に目を閉ざし、存在の真理なるものを問う孤独

な思索に引きこもってしまう、とアーレントは批判しますが、裏返して言えば、「誕生」も

「政治」もハイデガーの思索の埒外にある、ということだからです 11。とはいえ、ハイデガ

ーとて誕生について完全に沈黙していたわけではなく、死をめぐる膨大な省察に比べれば

ごく僅かではありますが、誕生にも論及しています。『存在と時間』第 2 編第 5 章「時間性

と歴史性」の第 72～75 節、共同存在の歴史性をめぐる論述がそれです。  

 

 

 
10 Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive, Duke U.P., 2004, p.2, 14f.. エーデルマンは、クィ

アが体現する「死の欲動」により、こうした政治一切を、それを支える主体（臣下 subject）もろと

も解体することを主張する。前掲『思想』1141 号所収のエーデルマン「未来は子ども騙し」（藤高

和輝訳）、および小泉義之「類としての人間の生殖」参照。  
11 The Life of the Mind, vol.2: Willing, Harcourt Brace&Company,1978, chap.16（佐藤和夫訳『精神の生活』（下

巻・意志）、岩波書店、1994 年、以下 LOM2 と略記） . 
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［2-1］ 『存在と時間』第 2 編第 5 章 ―「誕生」と「民族」  

「日常性とは、誕生と死の「間」にある存在にほかならない」12。現存在の時間性を問う

ハイデガーが、死という終わりにばかり目を向けるのもおかしな話で、誕生という始まり

も視野の内に収めていたわけです。とはいえ、ここで「誕生と死の間」と呼ばれているの

は、ひとが没入する日常的な「いま」という非本来的な時間のことで、その微睡みから目

覚めて本来的な実存への道を開く契機としてハイデガーが注視するのは、もっぱら「死」

のほうです。「死の先駆」による「脱自」を論じたのち、共同存在の本来的在り方をめぐる

考察に入ってからも、やはり死ばかりがクローズアップされます―「各自が覚悟性にお

いて本来的な自己であることによって、はじめて本来的な相互存在が発源する」（60 節、

S.298）13。ところで、覚悟性は、現存在が「どこへむかっておのれを開示する」のか、「何

をしようと決断する」のか、を具体的に開示するものではありません。頽落した非本来的

日常性から脱却して本来的（共同）現存在へ、という方向は一応示されていますが、その

具体的な様相は何も論じられることなく、とにかく覚悟して決断しろ！と煽られているよ

うな気もします14。しかしハイデガーは第 5 章「時間性と歴史性」にいたり、共同存在への

事実的な企投の向かう先を歴史的な共同存在に求め、そしてここにおいて、それまでほと

んど一瞥もくれなかった「誕生 Geburt」に目を向け、死と並ぶ本来的な時間性として考察

するのです。  

5 章冒頭の 72 節で、ハイデガーは、実存の全体を捉えるためには、「死への存在」だけ

でなく「始まりへの存在 Sein zum Anfang」をも視野に収めねばならぬと述べ（SZ: S.373）、

現存在の時間性を「誕生と死の間の伸張（Erstreckung 伸び広がり）」と定義し、これを「現

存在の生起 Geschehen」と呼びます（S.374）。そして 74 節「歴史性の根本的構成」におい

て、個々の現存在の生起を、歴史的な共同存在の生起と結び合わせるのです。60 節での指

摘のとおり、「現存在がそのつど事実的に何へ決意するかということは、実存論的分析にお

いては、原理的に論究することができない」のですが、「現存在が自己をそこへ向かって事

実的に企投するもろもろの可能性が、一般にどこから汲み取られうるのか、この点は問わ

れなくてはならない」、つまり「実存」が「おのれの事実的可能性を引きとってくる」何ら

かの「地平」が開示されねばなりません（S.383）。ハイデガーによれば、それは、「伝承」

すべき「遺産 Erbe」、歴史的に受け継がれてきた「相続財産」にほかなりません―「すべ

ての≪善きもの≫が相続財産 Erbschaft であるとすれば、そしてそれの≪善さ≫が、本来的

 
12 Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, 1993 (1927), S.233. 以下同書については SZ と略記して参照箇所を

示す（なお、以下の邦訳を参照した。細谷貞雄訳『存在と時間』上・下、ちくま学芸文庫、1994 年、

および熊野純彦訳『存在と時間』（一）～（四）、岩波文庫、2013 年）。  
13 「覚悟性は本来的な自己存在であるけれども、現存在をそれの世界から解き離すものではなく、

現存在を孤立させて宙に浮いた自我たらしめるものではない。〔…〕むしろ覚悟性とは、用具的な

ものごとに従事するそのつどの配慮的な存在のなかへ自己を引き入れ、他の人々との待遇的な共同

存在のなかへ自己を突き入れるものなのである」（SZ: S.298）。 
14 いわゆる「決断主義」への陥穽として批判されてきた点だが、このくだりでハイデガーが「行為

Handeln」について語るのを避けている点に（SZ: S.301）、アーレントは注目する（LOM2: p.185）。

彼女によれば、それは、『存在と時間』においてすでに、存在者的次元での行為（への決断）では

なく「思考」こそが唯一真正な行為である、とハイデガーが考えていたこと、そして、被投的に在

るという事実への「感謝」という後期の着想が芽生えていたことの証左なのである。  
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実存を可能にすることにあるのだとすれば、遺産の伝承 Überliefern はそのつど覚悟性のな

かで、成り立つものなのである」（S.383f.）。これに続くのが、数年後のナチ関与を先取りし

ているようにも見える、「民族 Volk」をめぐる例の一節です―「しかし、宿命づけられた

現存在は、世界=内=存在として本質的に他者との共同存在において実存するのであるかぎ

り、現存在の生起は共同で生起することであって、運命 Geschick として規定される。運命

によって私たちが指し示すのは、共同体の、すなわち民族の生起である」（S.384）。  

存在論的には論究できないはずの「事実的」な被投的企投のゆくえ、つまり存在者的次

元において具体的なかたちをとって出来する共同存在のありようを、ハイデガーは、歴史

的共同体としての「民族」の生起に結びつけています。ここに報告者が着目するのは、彼

のナチ関与を論難するためではなく、共同存在の事実的な時間性（歴史性）を考察し、「遺

産」「伝承」「世代」といった問題に論及するにおよび、ハイデガーは「誕生」という主題

に触れざるをえなくなったのではないか、と考えるからです。共同存在における「覚悟性」

は、「受け継がれてきた実存可能性を反復すること
．．．．．．

」へと向かい、「反復
．．

とは、そこに既在

していた現存在のもろもろの可能性へと還帰するという、明らかな自覚をもって行われる
．．．．．．．．．．．．．．

伝承
．．

のことである」（S.385）という言は、誕生（生殖）の反復による世代の更新を前提とし

てはじめて成り立ちます。共同体の歴史的持続性があるからこそ、自分の手に取る「道具」

や「書物」が、単なる手段ではなく「それぞれの歴史を有しているもの」として、また眼

前の風景が、客体として対象化される自然ではなく、「風土、植民地、開拓地、また戦場や

礼拝場所」という「歴史的なもの」として生起してくる（S.388f.）。むろんここでも、決定

的に重要なのは「死」です。遺産の伝承とともに、「「誕生」は、死という追いこすことの

できない可能性から立ち返ることにおいて、実存のなかへ取りいれられる
．．．．．．．

」のであり、そ

れによって自己は「おのれの現 Da が被投的に在ることを、より幻想なく受けとめること

になる」（S.391）。アーレントのように、誕生という始まりに固有の意義を見出しているの

ではない。しかし同時に確かなのは、ここでは「死」が、自分ひとりの運命としてではな

く、自分が属する共同体の歴史的持続性を事実的に支えている世代の更新のなかへ、いわ

ば死と誕生の反復のなかへ取りいれられている、ということです。  

当たり前のことを繰り返せば、子どもが生まれて世代が絶えず更新されなければ、いか

なる人間集団も存続することができず、その意味で誕生の反復こそは、あらゆる共同体が

存続するための根本的条件です。逆に言えば、誕生について語ることは、共同存在の存続
．．．．．．．

のために世代の更新を強いる
．．．．．．．．．．．．．

という政治的なものの無気味な根本条件に触れてしまうこと

を意味します。してみると、1933 年にハイデガーが民族への被投的企投を決意するにいた

ったのは、『存在と時間』でついうっかり「誕生」について語ってしまったためなのではな

いか―というのは素人のこじつけ、でしょうか。  

 

［2-2］ 共同存在のゆくえ ―「存在の牧人」は誕生について何を語るのか  

短いナチ関与ののち、ハイデガーは「政治」―少なくとも存在者的次元におけるそれ

―について沈黙することになります。誕生についても同じで、稀に言及があっても、否

定的な意味合いでしかありません。たとえば『ヒューマニズムについて』（1947）における、
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マルクス批判のくだりです―「「社会的な人間」が、マルクスにとっては「自然的な」人

間である。「社会」の内でこそ、人間の「自然的な欲求」（食糧、衣類、生殖、経済的な生

計）の全体が、均質な仕方で確保されるのである」（GA9: 319／31 頁）。ここに「生殖

Fortpflanzung」の語が見えますが、それは「自然的な欲求」という動物的次元に属する事柄

にすぎず、そもそもハイデガーから見れば、マルクスの「社会的な人間」自体が、欲求を

計算する「理性的動物 animal rationale」の一変種でしかない15。とはいえ留意しておきたい

のは、ハイデガーが同書において、ナチを含めた「民族主義」からサルトルの実存主義ま

で、人間という存在者の本質を存在との関係から切り離して規定する数多の「人間学主義」

を「主観性の形而上学」として撫で斬りにしながら、それらのなかで近代的人間の存在忘

却という問題に最も接近しているのはマルクスの「社会的な人間」である、とマルクスを

相対的に高く評価していることです。後で見るように、こうしたハイデガーのマルクス理

解が、労働と生殖をめぐるアーレントの議論に影響を与えたと考えられるからです。  

ともあれ、ハイデガーの思索の道において今や誕生は語るに値する事柄ではなくなり、

そしてそのことは、アーレントが指摘するように、後期ハイデガー思想における政治一切

からの放下という問題と深くかかわっているように思われます。アーレントは『ヒューマ

ニズムについて』を、自身の思索の「転回」についてのハイデガーの自己解釈として重視

しますが、同書でハイデガーが語るところでは、「エートスという語の根本規定〔居場所〕

に即すならば、倫理学 Ethik という名称は、人間の居場所のことをよく考え抜く」ことで

あり、「存在の真理」をめぐる思索こそが「根源的な倫理学」なのであり（356/124 頁）、そ

こにおいてはじめて、真の共同体を語りうる地平が開かれる。「人間が、存在の真理へと脱

-自しながらも存在へと帰属しているかぎりにおいてのみ、存在そのもののほうからもろも

ろの指令の割り当てが起こってくるのであり、それらが人間にとっての法律や規律となる

のである」（360/136 頁）。「人間理性の拵えもの」ではなく、存在からの根源的な「割り当

て nemein」としての「法 nomos」のもとではじめて、真のポリスが性起するのだ―という

ことのようですが、そうしたポリスなるものを「政治」的な共同体と呼べるかどうかは、

大いに疑わしい。というのも、政治的共同体の事実的、物質的な条件であるところの誕生

（生殖）の契機が、ここでは一切顧慮されていない（としか思われない）からです。「自然

的な欲求」に従って性交と繁殖に励む、動物としての人間への気遣いなくしては、いかな

る「政治」も不可能なのですが…（ハイデガー存在論において、生殖あるいは人間の性や

性愛は、どのように位置づけられるのでしょうか？） 16。 

 
15 『ブレーメン講演』での、「動物」と「人間」の違いをめぐる省察  ―「死ぬのは人間だけであ

る。動物は生を終えるのみである（Nur der Mensch stirbt. Das Tier verendet）。〔…〕死は、無の聖櫃

として、存在の本質を自らの内に守っている。〔…〕死すべきものども〔人間たち〕は、存在とし

ての存在に対する本質的な関係なのである。〔原文改行〕これに対し形而上学は、人間を animal と

して、つまり生き物（動物 Lebewesen）として表象する。理性 ratio が動物性 animalitas を徹底して

つかさどるときでさえ、人間であることは、生および生の体験のほうからあくまで規定されている

のである」（GA79: 17-18／23-24 頁）。  
16 『寄与』論稿のなかの、「民族の本質」をめぐる謎めいた省察―「ある民族が民族であるのは、

民族の神を見出すことの内で、自らの歴史を割り当てられ zugeteilt、受け取るときのみ
．．

である。民

族の神は、民族にそれ自身を越えて彼方へ向かうように強い、そのことによって民族を存在するも

のの内へと置き戻すのである。〔…〕民族の本質は、神に聴き従うことに基づいて、自らも互いに
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ここで今一度、ハイデガーは『存在と時間』でうっかり誕生という主題に触れてしまっ

たばかりに政治的な民族運動に足を踏み入れてしまったのであり、ゆえにその後、誕生と

いうテーマをおのれの存在論的思索の外に放逐することになったのではないか、というこ

じつけめいた思いなしを繰り返したくなるのは、アーレントもそのように考えていたふし

があるからです―「生成の「秩序」〔存在が現成する「秩序 dike」〕に対する意図的な反乱

としての自己保存の本能
．．．．．．．

（これはあらゆる生物に共通である
．．．．．．．．．．．．

）へのハイデガーの非難
．．．．．．．．．．

は、

思想史のなかで極めて稀である」（LOM2: p.194, 傍点引用者）。いかなる政治的共同体も、

誕生（生殖）の反復によって構成員を再生産し続けなければ存続することはできない。と

いうより、「政治」とは、要するに集団的な自己保存以上のものではなく、存在者としての

おのれを、しかも生殖本能に従う動物としてのおのれを維持するために行われることでし

かない。何かが存在すること、「～のため」などではなく、ただそこに在ることの意味を思

索し抜こうとしたハイデガーにとってみれば、そのような「政治」一切からの放下

（Gelassenheit）こそが、存在への感謝を全うする唯一の道である、ということなのではな

いでしょうか17。 

いずれにせよアーレントから見ると、ハイデガーの思索には、「政治」を問う場所が存在

しない。意味もなく世界に投げ込まれた人間が偶さか帰属することになった民族共同体に

自己を投げ込んでその宿命と同一化するか（「転回」前）、一切の実践を放棄して孤独な思

索に引きこもるか（「転回」後）、どちらにしても複数の人々が新たな世界を始めるという

契機が欠落している。「政治」を引き受けるべく、「始めるために生まれて来る」ことが示

されねばなりませんが、そのためにアーレントは、誕生（生殖／出生）の問題と正面から

切り結ぶことになります。  

 

 

３．アーレントにおける「生殖」と「出生」  

 

誕生（生殖／出生）の両義性をアーレントがどう捉えていたのかを、改めて考えてみた

いと思います。先に見たとおり、アーレントによれば「生殖」は「労働」に、「出生」は「活

動」に対応していますから、以下、『人間の条件』第 3 章「労働」、第 5 章「活動」の順に、

考察を進めることにします。  

 
属し合う者たちの歴史性に基づく。この聴き従いがその内で歴史的に基づけられるところの性起か

ら、はじめて次の問いの基礎づけが発源するのである。すなわち、なぜ「生」と身体が、生殖 Zeugung

と性 Geschlecht、血統（種族）Stamm が、根本的な語で言うなら大地が、歴史に属すのか、そして

それぞれの仕方で再び歴史を自らの内に取り戻すのか、そしてそれにもかかわらず、そのつど無制

約的なものであることの最も内的な畏れに担われて、大地と世界の戦いにのみ従事するのか、とい

う問いである」（GA65: 398/433 頁）。一介のダスマンに過ぎない身には、この文章の存在論的な

射程や含意を読み取ることなど到底不可能ではあるが、誕生（生殖）を意味づけようとすれば、ハ

イデガーもまた共同存在の「本質」や、それを支える「神」なるものについて触れざるをえない、

ということなのだろうか？  
17 ハイデガー存在論における政治は、いわば政治的なもの一切への反抗、反政治的政治としてのみ

可能なのではないか（Duff, Heidegger and Politics; また以下も参照。小野紀明『ハイデガーの政治哲学』、

岩波書店、2010 年）。  
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［3-1］ 「生殖」という自然的な力  

『人間の条件』第 3 章「労働」の冒頭で述べられているとおり、アーレントの「労働」

論はマルクス批判として展開されます。それはマルクス解釈としては問題を多々含んでい

ますが18、ハイデガーのマルクス理解の批判的継承として読むならば、そこにこめたアー

レントの狙いが明らかとなります。ハイデガーによれば、マルクスは「存在するものすべ

てが労働の素材として現れてくる」という近代社会における労働の在り方をよく見抜いて

いたが、そこから「技術の本質」へと思索を深めることなく、欲求を充たすべくすべてを

貪り尽くす労働を人間の「自然的な本性」とする形而上学に陥ってしまった（GA9: 340/80

頁）。マルクスが見出した近代資本制下の疎外という問題は、「総かり立て体制 Ge-stell」に

おける故郷喪失（存在忘却）という存在論的な視座から思索されねばならない、というわ

けですが19、この問題をアーレントは独自の仕方で引き継いでいきます。アーレントから

見ると、人間の本質を労働に見出すマルクスの人間観は批判されねばなりませんが、ハイ

デガーのように「技術の本質」ですべてを説明してしまうわけにもいかない。生きるため

に欲求を充たす行為と、新たな人工物を造り出す行為とでは、根本的に性格が異なる。そ

こでアーレントは、「労働」と「制作」を区別した上で、近代社会において前者が全面化し

たゆえんを探求していくのですが 20、ここでは『条件』の第 13、14 節から、「労働」と「生

殖」をめぐる省察の要点のみ析出することにします。  

アーレントは、労働とは「自然と人間との物質代謝」の過程であるという『資本論』の

定義（1 巻 3 篇 5 章）に依拠しつつ、労働は「素材を〔…〕食い尽くすのであり、したがっ

て、それは消費過程である」というマルクスの洞察（同上）を高く評価して、労働の本質

的特徴を消費（「貪り尽くす過程 devouring process (verzehrender Prozess)」）に求めます（HC: 

sec.13, p.100）。もちろん労働は生産物を生み出しますが、労働生産物はあくまで消費される

ためにつくられるのだ、という点を強調するのです。パンをつくる労働は、パンを食べて

生命
ゾーエー

をつなぐことにこそ本質があり、パンそのものに固有の意味はなく、したがってパン

づくりが新たな価値を生むことはない。この点が、たとえばテーブルやハンマーのような

恒常的な使用に耐える道具、使用価値をもつ物を造り出す「制作」との決定的な違いなの

ですが、この区別に依拠しつつ、アーレントはマルクスの「労働」概念の批判に向かいま

す―マルクスは、労働を「自然と人間との物質代謝」の過程と捉えつつ、労働が自然を

変化させて新たな物を生み出すとも述べているが、これはおかしい。前者は、生命維持の

 
18 アーレントのマルクス読解の問題点は、端的に言えば、近代資本制下の疎外された労働をめぐる

マルクスの分析を、労働一般の「本質」を論述したものとして読み抜いてしまう点である（Tama 

Weisman, Hannah Arendt and Karl Marx, Lexington Books, 2014, p.82f.; 以下も参照、百木漠『アーレント

のマルクス』、人文書院、2018 年）。またアーレントは、マルクスを、西洋哲学の伝統の最後尾に

おいて伝統的諸価値を転倒した思想家として位置づけ、ニーチェと並置するのであるが（DT: 

XX[57]; Between Past and Future, Penguin Books,1968, chap.1）、ここにもハイデガーの影響が認められよ

う。  
19 以下を参照。Michael Eldred, Kapital und Technik: Marx und Heidegger (J.H.Röll, 2000). 
20 ハイデガーの「ゲシュテル」を、アーレントは科学技術の支配と労働の全面化という異なる側面

に分節し、検討を進めていく。科学技術の問題については、森川「ハイデガーからアーレントへ  ―

ハイゼンベルク「不確定性原理」との対向を手がかりに」、『実存思想論集 XXXII』（理想社、2017

年）を参照。  
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ために強いられる消費の反復（アーレントの言う「労働」）であり、新たな人工物を創造す

る後者（「制作」）とはまったく性格が異なる。にもかかわらずマルクスはなぜ、両者を混

同し、「労働」が新たな価値を生み出すと思いなし、労働過程に剰余を産み出す力（労働力）

を見出すことになったのか？  この問いに、アーレントは次のような解答を与えます―

「おのれの生命の再生産 reproduction of  one’s own life」を行う労働過程は、ヒトという種と

して見た場合には「他の生命の」生産すなわち生殖の過程に合致しており、まさにこの新

たな個体を産み出すという「繁殖力 fertility」にこそ、マルクスは価値を創造する労働力の

原型を見出したのだ、と（sec.14, p.106）。子づくりは、生命の必然に従う点で紛れもなく「労

働」だが、消費されたらなくなってしまうパンづくりのような労働とは違い（消費と生産

の繰り返しによる単純再生産）、自然が与えた繁殖力という力によって人間集団を量的に

増大させるという特殊な労働なのであり（拡大再生産）、これをマルクスは労働一般の本質

と位置づけたのだ、と言うのです。「産めよ、殖えよ」（創世記 1.28）が剰余価値生産の源

だ、という解釈がマルクス解釈として妥当かどうかは措き、注目したいのは、労働を蔑視

した思想家としてしばしば批判されてきたアーレントが、ここでは繁殖（力）を、「労働に

内在する、生命全体への祝福 blessing」として肯定的に捉えていることです（p.107）。「労働」

に人間の本質を求める点でマルクスは批判されねばならないが、労働の根底に「生殖」の

能力を見出した点は大いに評価に値し、引き継がれねばならない、というわけです。理由

は明らかで、生殖過程の持続が、すなわち雌雄がつがって子孫を産み続けることが、活動

の政治にとって（も）不可欠な物質的基盤、いわば下部構造をなしているからです。  

生殖それ自体を言祝ぎつつ、しかしその繁殖力（労働力）に価値創造の唯一の源泉を見

出して歴史の弁証法的発展過程なるものを表象する（マルクス）のではなく、逆に

総かり立て体制
ゲ シ ュ テ ル

のニヒリズムのみを見出す（ハイデガー）のでもなく、活動する人間の生

の始まりへと向け変えることが、アーレントの課題となります。人間の誕生が単なる生殖
．．

に尽きるものではなく
．．．．．．．．．．

、「始めるために生まれて来る」こと、すなわち出生でもある
．．．．．．

ことが、

示されねばなりません。  

 

［3-2］ 始める「ために」生まれて来る  ―信仰と希望 

誕生（生殖／出生）の出来事に即して「出生」の要素にアーレントが光を当てるのは、

「活動」を主題とする『人間の条件』第 5 章の終わり近く、一組の男女の性愛がもたらす

子どもの誕生を論じた件ですが（sec.33, p.242）、まず 5 章全体の構成を概観しておきます。 

第 5 章冒頭の 24 節で、アーレントはアウグスティヌスの言葉「始まりが存在せんがため

に人間が創られた」を引き、結びの 34 節で人間が「始めるために生まれて来る」と述べ、

「私たちの許に子どもが生まれた」という「福音」を告げて、章を締めくくっています。

「活動」章の始まりと終わりで、始めるために
．．．

という出生の原理が、キリスト教の言葉で
．．．．．．．．．

明確に語られるわけです。たほう、「始める archein‐引き継ぐ prattein」という活動の基本構

造が示される 26 節から、活動の過程的性格が強調される 32 節までの間、出生という主題

は表立って論じられていません。これらの各節では、現れの世界に出来する出来事（event, 

Ereignis）として体験される活動の特質が、人間を「死すべき者」と捉えていた古代ギリシ
．．．．．
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ア人の言葉で
．．．．．．

語られており、そこで強調されるのは、活動の過程とは偶然的で、予測も制

御もできないものだ、ということなのです。偶然性は活動の自由と結びついており、少な

くとも人間が宿命や必然（たとえば「民族の命運」だとか）に支配されていないことを開

示しますが、同時に、人間世界の安定性を脅かす要因となります。ギリシア悲劇の英雄た

ちが智勇を競いながら相討ち滅んでいくように、民主政アテナイが自由な意見の闘技場
ア ゴ ー ン

と

して束の間きらめきを放ったのち没落したように（27 節）、活動の過程は脆く、危うい（26, 

32 節）。これに対する救済策として提示されるのが、互いの過ちを赦し合うこと（33 節）、

未来に向けた共生を誓い合うこと（34 節）ですが、これらは「古代ギリシア人が知らなか

った」力として、キリスト教の言葉で語られます。特に重要なのは、34 節の「約束」の議

論であり、これは、相互契約による新たな政治体の創設というアメリカ独立革命論の原型

となります。  

人間は「始めるために
．．．

生まれて来る」とアーレントが明言するのは、まさにこの箇所で

す（p.246）。曰く、世界は放っておけば破滅を免れないが、「この破滅から世界を救う奇蹟

とは、究極的には人間の出生という事実であり、活動の能力も存在論的にはこの出生に淵

源している。言い換えれば、奇蹟とは新しい人々の誕生、そして生まれ出た者であるがゆ

えに彼らが為す活動のことなのである」（p.247）。人間は、新しく活動を始めて、世界を（破

滅から）救うために、生まれて来る。言い換えれば、新しい人間が生まれて来るのは、ナ

チ運動を始めるためでも、行政的大量殺人機構に関与するためでもなく、そうした暴力や

破壊から世界を救うためなのである、とアーレントは言うのです―ですが、それは、彼

女が珍しく「存在論的に ontologically」という言葉を使っているにもかかわらず、存在論的

に根拠づけられているとは言えません。なぜ出生の事実から、出生の理由や目的を引き出

すことができるのでしょうか。それは、そのすぐ後で彼女自身が認めるように、「信仰と希

望 faith and hope」に属する事柄なのではないでしょうか。この世界は酷い状態に陥ってい

るけれど、それでも新しい人々が生まれて来て破滅を防ぎ、よりよい場所へと変えていっ

てくれるはずだ
．．．

、そうして欲しい
．．．

―そう願うことはできるにせよ、願いはしょせん願い

でしかないように思われます。以上を踏まえて、一人の子どもが生まれて来るという具体

的な出来事に即して、誕生（生殖／出生）の両義性をアーレントが論じている箇所に目を

向けることにしましょう。  

「愛の魔術が続く限り、愛し合う二人の間に分け入ってくる可能性のあるものは唯ひと

つ、子どもという愛そのものの産物 love’s own product だけである。〔…〕子どもは、愛し合

う二人が、既に存在している世界のなかに一つの新しい世界を挿入してしまう insert こと

の徴なのである。子どもをつうじて、愛し合う二人は自らの愛ゆえに放逐されていたはず

の世界へと再び戻ってきてしまったかのようでもある。こうして彼らは新たに世界に在る

ことになるが、これは愛の営みがもたらしうる帰結であり、唯一可能な幸福な結末でもあ

るが、ある意味で愛の終わりでもある。愛は改めて二人を征服するか、もしくは、異なる

共生の様式へと転換されなければならない」（sec.33, p.242）。愛（性愛）の営みが当人の意

図を超えて、もしくは意図に反して「子ども」をもたらしてしまう、という（よくある？）

事態に即して、誕生における「生殖／出生」の両義性が提示されています。子どもの誕生
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は、一面では紛れもなく「生殖」ですが、単に個体が一つ増えたというだけではなく、所

与の世界に新しい人間が到来し、既存の秩序に変容を迫る「出生」という始まりでもあり

ます。この始まりに対して、二人は何らかの仕方で応答しなければなりません。たとえ望

んでいなかったにせよ、事実として子どもが生まれ出てしまった以上、その新しい生の始

まりに対して責任をとらねばならない。これに二人が、子どもというよそ者
ストレンジャー

を、意味もな

く投げ込まれた動物ではなく、ともに生きてゆくパートナーとして迎え入れることで応え

るとき、彼ら二人の二者関係は、子どもを交えた三者関係という「異なる共生の様式へと

転換」されることになる。すなわち、古き世界は終わり、新しい世界が始まる―ここに

開示されているものこそ、誰かの新しい始まり
ア ル ケ ー

を、他の人々が引き継ぐ
プ ラ ッ テ イ ン

ことで世界を新た

に変えてゆく、というアーレント的な「政治」の基本原理にほかなりません。  

ですが、やはりと言うべきか、以上から、子どもが「始まるために生まれて来る」とい

うテーゼを引き出すことはできない。誕生という出来事が開示する政治の「始まり＝原理」

は、生まれて来る子どもに対する私たちの応答責任（responsibility）を告げ知らせるもので

はあっても、子どもが生まれて来る理由や目的については、何も語っていないからです  

21。

一人の子どもがこの世界に生まれ出るとき、その子が「何のために in order to」生まれて来

たのかを、いったい誰が語りうるというのでしょうか22。少なくとも、すでに生の時間を重

ねて古き世界に属している私たちに、「この子は世界を破滅から救うために生まれて来た

のだ」などと言うことが許されるのでしょうか。  

 

 

結びにかえて 

 

かくて、議論は振り出しに戻ることになります。  

政治という営みは、「生殖」による人間の再生産、世代の更新を不可欠の条件としていま

す。政治と生殖の不可分な関係は、プラトンが、理想国家プランニングの冒頭において、

国家を担うエリートたちの性愛と生殖に心を砕き、「気ちがいじみた（manikōteran）」性愛の

快楽を抑制して、健全な生殖と結びつく「正しい恋 orthos erōs」を奨励した昔から（『国家』

403a-b）、自明の前提であったと言えるでしょう。しかしながら、生殖を政治と無批判に結

びつけるなら、この世に生まれて来る人間一人ひとりの生の尊厳は失われ、ただの素材と

して―民族の一員として、国家を支える主体（臣下 subject）として、経済成長のための

 
21 アーレントは遺稿『意志』のドゥンス・スコトゥス論でも、男女の性愛が子どもの誕生をもたら

す出来事を論じているが、偶さか子どもが生まれて来るという始まりの偶然性の論証に留まり、「始

めるために生まれて来る」ことにはおよんでいない（LOM2: p.137）。アーレントが終生思索をめぐ

らせた「始まりのために」問題は、アーレントの革命論においては、偶さか出来した自由の体験を

憲法秩序の構成として引き継ぐ過程として革命を語ることはできるが、革命の「始まり＝原理」そ

れ自体の根拠はどこに由来するのか、という政治的問いとして立ち現れる。  
22 留意すべきは、アーレントが「ある目的のために in order to」と「それ自体のために for the sake 

of」を区別して、後者が「活動」の特徴であるのに対して、前者は、すべてを目的のための手段と

みなす「制作」の特質であると明言していることである（HC: p.154）。この区別に従えば、「始め

るために in order to begin」という人間の出生の目的を語りうる位置にあるのは、人間を創造した何

ものかを措いてないことになるはずである（cf. HC:p.139）。 
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労働力として―かり立てられるだけの存在に堕してしまう。だからこそ、かつての師が

突撃隊の制服に身を包み、国民社会主義運動への「労働・国防・知的奉仕」を学生に呼び

かけていた頃、ひっそりと故国を脱出したアーレントは、一人ひとりがユニークな個とし

て、誰もが自由な始まりとして共存しうる政治をめざして、単なる生殖とは異なる「出生

natality」から人間の生を捉え直そうとした。人間は、意味もなく世界に投げ込まれている

のではなく、動物のように生命をつなぐだけの存在者ではなく、新しいことを始めるため

に生まれて来るのだ、と。  

ところが、そうした出生の意味づけは、自らの世界の「保存と増大」のために次世代の

人々を必要とするという現在を生きる者たちの都合、言ってしまえば「自己保存」の欲望

と重なってしまうのではないか（子どもたちに、「君たちは、この世界をもっとマシな場所

に変えるために生まれて来た、だから私たちの負の遺産、たとえば国の借金とか環境破壊

とか核廃棄物とか、対処しなきゃだめだよ」ということにならないか）。むろんアーレント

は、そのような世代的エゴイズムの見地から考えたのではない。彼女の言う「信仰と希望」

は、この世界が、私たち一人ひとりが生まれる前から存在し、死に去った後も存在し続け

る、すなわち個々人の生の時間を「超越」して存在するということへの信―「世界への

愛 amor mundi」―と根底で響き合っていたはずです（cf. HC: p.55）。そのような不死なる

世界への信
．
（愛）が成り立つなら

．．．．．．．
、過去・現在・未来を生きる人々誰もがそのつど「始め

るために」生まれて来て、世界を新たにするのだ、と確言できるかもしれませんが、そう

した信が成り立つには、この世界が根本的に善き世界であることを信ずる必要があるでし

ょう―そのアウグスティヌス論でアーレントが、天地は「善なる秩序」であり、それが

包括するすべての存在者は「善きもの」であり、悪と見えるものはその欠如に過ぎない、

と述べるように23。 

しかしながらハイデガーは断じて、そのような謂を認めないでしょう―「善の欠如

privatio boni としての悪 malum というような理念に方向づけられているかぎり、負い目

Schuld という実存論的な現象に接近することなど到底できない。というのも、bonum も

privatio も存在論的には、目の前に在るものの存在論に〔…〕由来するものだからである」

（SZ: S.286）。人間が「神」なる最高存在を前に立て（vor-stellen）、それによって自分が善

き者であること、善きことを始めるために生まれて来たことを証し立てるという発想は、

自分で自分を根拠づける主体性の形而上学でしかない。自己の存在は自己に由来するもの

ではない、という被投性の事実が開示する負い目を忘れ、存在（es gibt）を与えるところの、

決して語りえないそれ
エ ス

を、人間に都合のよい表象 Vorstellung に―しかも政治的な理由で

 
23 Arendt, Love and Saint Augustine, ed. and Interpretive Essay by Scott, J. V. & Stark, J. C., Chicago University 

Press, 1996, p.40, 61.  

C・テイラーは大著『世俗化の時代』の結び近く、今日において宗教的信仰を再生する道を―

独自のカトリシズム理解に立ちつつ―考察するくだりで、子どもの誕生という出来事のもつ、

人々を「深く衝き動かす」力に着目している。誕生という奇蹟を前にした人は、その子がどこから

来たのか（道徳的源泉）、その子に何をなすべきか（道徳的応答）を問い、自己を含むすべての存

在者をもたらしたものに対する愛へと開かれてゆく、と言う。そして注において、そうした「愛」

は「政治的な力」にも広がりうると述べ、アーレントの名を挙げている（Charles Taylor, A Secular Age, 

Harvard U. P., 2007, p.699-701, p.844 n.38）。 
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―すり替えてしまうことでしかない。  

さしあたりまとめると、「政治
．．

」は
．
、何らかの形而上学的人間学主義に基づく世界と人間

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

への信仰を必要としており
．．．．．．．．．．．．

、それ（だけ）が、次世代の誕生に、単なる「生殖」とは区別

された「出生」の意味を与えるための条件となる。『独立宣言』にジェファソンが書きつけ

た、人間が自由で平等な存在者であることを「自明の真理」として「私たちは信ずる we hold」

という一節を、新しい共和国の始まりを告げる最良の言葉としてアーレントが称賛してい

るように（OR: p.192）、「政治」という営みは、私たちはどういう存在者であるのか、何の

ために生きて行為するのか、をめぐる何らかの信仰を抜きには成り立ちえない。これに対

して、哲学は、少なくともハイデガー的なそれは、およそ「政治」が依拠せざるをえない

人間についての何らかの信仰すべてを、形而上学的人間学主義として告発し、その無根拠

性を暴露し、解体しようとする。そして、無ではなくナニカが在るということへの 驚 嘆
タウマゼイン

を住処とし、人間の言葉では汲み尽くすことのできないその意味を思索し抜こうとする思

索が24、「根源的倫理」への唯一の道であるとするなら、「政治」と「倫理」とは根源的には

相容れない二つの道として対峙し続けることになる、ということになるのではないでしょ

うか。誕生（生殖／出生）について情熱的に語り続けたアーレントが「哲学者」という呼

称を頑として拒否し、「政治理論家」を自称し続けたこと、また、存在を語る言葉を住処と

したハイデガーが誕生について、ある時期を除いて沈黙し続けた、少なくとも明示的に語

ろうとしなかったことは、そのことの証左であるようにも思われます。両者の「間」でい

かなる対話がありうるのか25、について何の見通しもないまま、しかしその新たな始まり

を信じつつ、報告を終わります。御清聴ありがとうございました。  

 

 
24 Arendt, “Heidegger ist achtzig Jahre alt”, Merkur: XXIII, 1969, S.902. 
25 現代政治理論における試みの一例として、近年の Ronald Beiner の仕事が挙げられる。ポスト世俗

化が叫ばれる今日、自由民主主義を啓蒙的理性によってのみ基礎づける J・ロールズや J・ハーバー

マス流の政治理論は限界を露わにしており、人々の共生を支える根源的倫理を宗教的次元に踏み込

んで探求すべきであり、その際ニーチェやハイデガーによるラディカルな近代世俗主義批判が重要

な足がかりとなるが（Civil Religion: A Dialogue in the History of Political Philosophy, Cambridge U. P., 2011）、

その（ontisch な次元での）政治的影響は危険でもあり、あくまで参照項に留めるべきである（Dangerous 

Minds: Nietzsche, Heidegger, and the Return of the Far Right, Penn U. Press, 2018）、というもの。リベラル・デ

モクラシーを所与として考えるかぎり、こうした中途半端な態度を超えることは難しく、忸怩たる

思いを抱きつつ、報告者にも何ら妙案はない。  

ハイデガーもアーレントも、動物と人間の種差をそれぞれの仕方で言葉（ logos）に求め、言葉で

生きる存在（zōon logon echon）固有の在り方を―その堕落形態としての「理性的動物 animal 

rationale」という、近代自由主義が前提とする主体像を批判しつつ―探求した点では、共通してい

る。こうした「動物／人間」の区別に依らない思考の枠組みのもとでなら、「政治的なもの／倫理

的なもの」の間を別の仕方で越境できるのかもしれないが、言葉で生きる存在が構成するポリスの

在りようを問う政治（学）politics という枠のなかであれこれ考えてきた報告者には、さしあたり何

の見通しもない。  
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象徴天皇における政治と倫理 

―和辻哲郎と尾高朝雄の国体論争をめぐって― 

 

田中 久文（日本女子大学） 

 

 

Politics and ethics in the symbolic emperor system 

― the dispute over the national polity (Kokutai) between Tetsuro WATSUJI and 

Tomoo OTAKA 

 

Kyubun TANAKA 

 

According to the Constitution of  the Empire of  Japan, the Emperor 

was in a position to control the right to rule. After the WWII, the 

Constitution clearly declares that the Emperor shall be the symbol of  the 

State and of  the unity of  the people, deriving his position from the will of  

the people with whom resides sovereign power. 

So when the postwar Constitution of  Japan was enforced, two disputes 

arose. One was between Tetsuro WATSUJI and Souichi SASAKI, the other 

was between Tomoo OTAKA and Toshiyoshi MIYAZAWA. In effect, they 

all argued the same question about whether or not the national structure of  

Japan might be changed by the establishment of  the Constitution of  Japan. 

SASAKI and MIYAZAWA advocated that the national structure of  

Japan was changed. In contrast, WATSUJI and OTAKA, who were influenced 

by the philosophy of  M. Heidegger, persisted that it didn’t change.  

WATSUJI insisted that the Emperor still continued to be the symbol 

of  the vital integrality of  people from ancient times. OTAKA asserted that 

the essence of  the Emperor system was the sovereignty of  nomos which 

meant eternal justice. And they believed that their understanding of  the 

Emperor system would be consistent with the symbolic emperor system.  

These disputes still don’t come to conclusion. Last year (2019) the 

Emperor Akihito abdicated. Taking this opportunity, we must consider this 

problem. 

 

keywords: the symbolic emperor system, Tetsuro WATSUJI, the vital integrality of  people, 

Tomoo OTAKA, the sovereignty of  nomos 

キーワード：象徴天皇制、和辻哲郎、国民の生きた全体性、尾高朝雄、ノモス主権  
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はじめに 

 

昨年は天皇の代替わりもあり、改めて「象徴天皇制」とは何かが議論されている。そこ

で論点となるのは、まずは「象徴天皇制」と民主主義とが両立しうるのかという問題であ

ろう。さらにいえば、両者は相補的な関係となりうるのかということも考えてみる必要が

あるのではなかろうか1。かつて福沢諭吉は、国会開設を目前にして、皇室を「政治社外」

において国民の統合をはかることによって、逆に活発な論戦もはじめて可能となるとした  

2。 

最近、レビツキー、ジブラット『民主主義の死に方』3と、ダクラス・マレー『西洋の自

死』4という二つの本が話題になった。前者は、米国における白人比率の減少がトランプ現

象を引き起こしたとするもので、民主主義には白人文化が培ってきた「寛容」「自制心」

という目に見えない規範が必要だとするものである。後者は、開かれた移民政策を続けた

欧州リベラリズムが逆にそれによって自壊しつつあるとするものである。文化的なアイデ

ンティティの喪失によって社会が「分断」され、民主主義そのものが成立しなくなる危険

性を私たちは目の当たりにしている。近年、民主主義には何らかのナショナル・アイデン

ティティが必要だとする「リベラル・ナショナリズム」という考え方も注目を集めている  

5。 

さらに、天皇制と民主主義との関係を考えることは、そもそも民主主義とは何なのかと

いう、より根本的な問題にもつながっていく。昨今の日本の政治が「数の政治」となって

しまっていることが、しばしば批判されている。しかし、「多数決」に依らず、どこまで

も合意を求めていくためには、最終的には政治を超えた何らかの統合の機能が働かなけれ

ばならないのではなかろうか。そこに「象徴天皇制」の一定の働きを期待することも可能

なのではなかろうか。  

ただし、こうした議論は当然のことながら、社会の閉鎖性を促す危険性をもっている。

天皇制はナショナリズムを含みつつも、同時にそれを超える視点をもたなければならない

はずであるが、そうしたことは可能なのであろうか。  

実は、日本国憲法の制定の際に、「象徴天皇制」をめぐる二つの重要な論争が起こった。

一つは和辻哲郎と佐々木惣一、もう一つは尾高朝雄と宮沢俊義によるものである 6。そこで

 
1 西洋においても、イギリスをはじめ、オランダ、ベルギー、スウェーデン、ノルウェー、デンマー

クなど、国王の存在を残した民主主義国が多く存在する。しかも、国王の法律上の権限は日本の象

徴天皇よりも強い場合がほとんどである。こうした国々の顔ぶれをみると、君主の存在にもかかわ

らず民主主義を発展させてきたというよりも、むしろ君主の存在が民主主義の穏健な発展に一定の

貢献をなしてきたのではないかと思われる。こうした点に関しては、君塚直隆『立憲君主制の現在』

新潮選書、2018 を参照。  
2 福沢諭吉「帝室論」（『福沢諭吉著作集』第 9 巻、慶應義塾大学出版会、2002）。 
3 スティーブン・レビツキー、ダニエル・ジブラット（濱野大道訳）『民主主義の死に方』新潮社、

2018。 
4 ダグラス・マレー（町田敦夫訳）『西洋の自死』東洋経済新報社、2018。 
5 リベラル・ナショナリズムについては、施光恒「リベラル・デモクラシーとナショナリティ」（施

光恒・黒宮一太編『ナショナリズムの政治学  ―規範意識への誘い』ナカニシヤ出版、2009 所収）

から大きな示唆を得た。  
6 和辻・佐々木論争に関しては、和辻哲郎『新編  国民統合の象徴』中公クラシックス、2019 に両者

の関連論文が掲載されている。宮沢・尾高論争に関しては、宮沢の関連論文は宮沢俊義『憲法の原

理』岩波書店、1967 に、尾高の関連論文は尾高朝雄『天皇制の国民主権とノモス主権論  ―政治
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は、上記で取り上げたような問題がまさに論戦の対象となっていた。  

二つの論争は、直接的にはともに新憲法の掲げる「象徴天皇制」が、従来の「国体」を

維持したものであるのかをめぐるものである。この「国体」という概念は、今回のテーマ

である政治と倫理との関わりを考えようとするとき、近代日本において最も重要なものの

一つであろう。  

なお、二つの論争を起こした和辻と尾高とは、ともにその思想形成においてハイデガー

哲学から深い影響を受けている7。 

結論的にいえば、この二つの論争において、和辻、尾高は新憲法においても「国体」は

維持されたとし、しかもそれは国民主権の原則と矛盾するものではないと主張した。彼ら

は新憲法制定の手続きの正当性（背後にＧＨＱの強制がなかったかという問題）にはあえ

て触れずに、新憲法を所与のものとして受けとめ、天皇制と民主主義との融和をはかろう

とした。  

それに対して、佐々木、宮沢は新憲法の掲げる国民主権によって「国体」は明らかに変

更されたとし、さらに新憲法制定の手続きの正当性も問題にしている。ただし、「国体」

変更に対する評価が、両者は正反対であった。佐々木は「国体」変更を不必要であったと

する。また新憲法は自発的なものではなく、ＧＨＱの要求するような民主化も明治憲法下

で可能であるとした。一方、宮沢はポツダム宣言を受諾したとき、天皇主権から国民主権

へと変わったのであり、それは一つの「革命」ともいえる事態であったとする有名な「八

月革命説」を唱えた。その上で、国民が新憲法を制定したのであり、それは正当な手続き

によるものだと主張した。  

また、和辻、尾高と佐々木、宮沢とは論争の範囲に関しても相違がみられる。佐々木、

宮沢は憲法論争である限り、議論を純粋に政治の問題に限定すべきだとした。それに対し

て、和辻、尾高は「国体」について論じる以上、政治ばかりでなく倫理にも触れざるをえ

ないとし、まさに政治と倫理との関わりを問題にした。  

 

 

一 和辻・佐々木論争 

 

まず、佐々木惣一と和辻哲郎との間の論争からみてみよう。  

すでに述べたように、佐々木は新憲法によって「国体」は変更されたと主張する。彼は、

 
の究極は力か理念か』書肆心水、2014、尾高朝雄『国民主権と天皇制』講談社学術文庫、2019 にそ

れぞれ掲載されている。  
7 和辻がさまざまな点でハイデガーの影響を受けていることは周知のことであろう。尾高は東大法

学部を卒業した後に、京大文学部哲学科に、さらに同大学院の社会学科に学び、その後東大法学部

教授に招聘されるという異例の道を歩んだ。京大では西田幾多郎の指導も受けていた。彼は 1928 年

から三年半にわたって欧米に留学したが、フライブルクではフッサールの下で現象学を学び、アル

フレッド・シュッツと交友があった一方で、ハイデガーからも影響を受けていた。尾高のハイデガ

ーに対する見方は、『自由論』（1952 年）などに現れている。尾高はハイデガーの哲学を「世界を

作りつつある存在（Welt-erzeugend-sein）」として人間を捉えるものとし、「道具によって構成され

た人間の王国は、精神的物理的な世界である」としている（尾高朝雄『自由・相対主義・自然法』

書肆心水、2018、212 頁）。  
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「国体」には「精神的観念より見た国体の概念」と「政治の様式より見た国体の概念」と

があり、両者は厳しく区別されなければならないとした上で、憲法において問題になるの

は後者のみであるとした。後者の意味での「国体」とは、具体的には「統治権の総攬者」

が誰かということであるという。それが単数の場合は君主制、複数の場合は共和制となる。

また「統治権の総攬者」が、ではいかなる方法で実際に統治権を行使するかという点から

みた国家の形体は、「国体」ではなく「政体」の問題だとする。「政体」は、専制制や立

憲制などに分かれるという。  

佐々木によれば、日本の「国体」は近代以前から「万世一系の天皇が万世一系であると

いうことを根抵とした統治権の総攬者である」という君主制にあり、明治憲法の「国体」

もそれに則っている。その上で、明治憲法の「政体」は天皇の権限に対して政府が憲法に

基づいて一定の制限を加える立憲制にあるとする。  

その上で佐々木は、新憲法の「主権を有する日本国民」という言葉に注目し、ここでい

う「主権」とは明治憲法の「統治権の総攬者」と同じ意味であるとする（ちなみに、明治

憲法は「主権」という言葉を使っていない）。そうなると、新憲法は「統治権の総攬者」

が天皇ではなく、日本国民に移ったということを表しており、それはまぎれもなく「国体」

の変更を意味しているとする。  

このように新憲法によって変更されたのは、あくまでも「政治の様式より見た国体の概

念」であるが、しかし、そのことは、やがて「精神的観念より見た国体の概念」の変更に

も及ぶであろうとしている。  

なお、佐々木自身はこうした「国体」の変更は必要なかったとする。近年の日本の誤っ

た行動は、天皇への協力機関の罪であって、天皇が「統治権の総攬者」であったことによ

るのではない。したがって、天皇への協力機関を徹底的に改革すればよいことである。ポ

ツダム宣言も、「自由に表明された日本国民（Japanese people）の意志により樹立されるべ

き」ことを要求しているのであって、「国体」の変更を要求しているわけではないとする。

実際、当時貴族院議員であった佐々木は新憲法案を審議した帝国議会で憲法改正の必要性

は認めながらも、天皇統治の「国体」は変更してはならないと演説している 8。 

こう述べると、佐々木は守旧的な憲法学者のように映るであろうが、彼は大正デモクラ

シー推進の代表的人物であった。佐々木は『立憲非立憲』（1916 年）9で「立憲主義」を説

き、三権分立を強調し、君主権の制限を求めた。また国務大臣の「輔弼」責任を明確化す

る必要性を説き、大臣の弾劾のための「憲法裁判所」の設置を主張した。さらに議会に関

しては、選挙によって選ばれた衆議院の優位を唱えた。なお、戦後の憲法改正論議のとき

には、民意を政治に反映させる前提として、「人間必需ノ生活ヲ享受スルノ権利ヲ有ス」

という条項の必要性を主張している10。 

 
8 第九○回帝国議会貴族院本会議での演説。  
9 佐々木惣一『立憲非立憲』講談社学術文庫、2016。なお佐々木の憲法思想に関しては、伊崎文彦

「佐々木惣一の立憲主義論と自由主義思想の展開  ―第一次前後の時期を中心に」（『都市文化

研究』Vol.11、2009）を参照。 
10 これは新憲法 25 条１項の生存権規定の原型とも考えられるものである。新憲法のこの規定は森

戸辰男の提案によるものとされているが、森戸事件（1920 年）のとき、佐々木は特別弁護人として

森戸の弁護に当たるなど両者には接点があったと思われる。詳細は遠藤美奈『佐々木憲一の「人間
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そうした佐々木が新憲法に反対したのは、日本における憲法の成立は「国民の自己主張

の思想」「国民が憲法を希望するの思想」に基づいたものでなければならないという考え

方によるものである。佐々木によれば、こうした「立憲主義」は、「東洋の君主道の神髄」

であり、それこそが、日本人が培ってきた「国体」だというのである。なお、同様の立場

から、美濃部達吉や南原繁も新憲法に反対した 11（民主主義を掲げる新憲法の原案が、ＧＨ

Ｑにより非民主的な手続きのなかで提示されたということに、戦後のいわゆる革新陣営の

多くが正面から向き合ってこなかったことが戦後民主主義を脆弱なものにしている大きな

要因の一つではなかろうか12）。 

以上のような佐々木の考え方に対して、反論を加えたのが和辻である。和辻は二つの点

で佐々木を批判する。  

第一の批判点は、「統治権の総攬者」が誰かといったことを、佐々木は「政治の様式よ

り見た国体の概念」としているが、それは「国体」などとよぶ必要はなく、むしろ「政体」

の問題ではないかということである。そうすれば、新憲法は「国体」の変更ではなく、「政

体」の変更に過ぎないことになる。  

第二の批判点は、佐々木が日本の「国体」は近代以前から天皇が「統治権の総攬者」で

あることだとしたことにある。和辻によれば、長い武家政権の時代などを考えれば、そも

そも天皇はつねに「統治権の総攬者」であったわけではない。たしかに天皇は将軍を任命

する権威をもっていたが、それは法的に「統治権の総攬者」であったからではなく、武家

が「武力よりも強い伝統的権威を感じ、それを恐れた」からである。  

その権威は、人々が天皇を国民の「生ける全体性」の「表現者」と考えてきたことによ

る。そうした天皇の権威は、「国家とは秩序の異なるもの」であり、「政治的な統一」で

はなく、「文化的な統一」に基づくものであるという。  

和辻は新憲法における「国民」という言葉を「同一の言語、習俗、歴史、信念などを有

する文化共同体」と理解し、それは必ずしも政治的な「国家」と相覆うものではないとす

る。 

 
必需ノ生活」権 ―「幻の」帝国憲法改正案における最低生活保障への権利』（『西南学院大学法

学論集』第 43 巻、第 3・4 合併号、2011）を参照。  
11 当時枢密顧問官であった美濃部は、すでに新聞紙上で「今日の逼迫せる非常事態の下に於て…憲

法の改正はこれを避けることを切望して止まない」とし、明治憲法の範囲内での議会制度改革を提

案しており、帝国議会に諮る前の枢密院での新憲法案の採決では、ただ一人異例の反対をしている。

また当時貴族院議員であった南原は、第九○回帝国議会貴族院本会議での質問において、新憲法案

が国民の関知しない政治の舞台裏で秘かに用意された「上から与えられた憲法」であり、その内容

も外国からの露骨な借り物であり伝統的思想からもはるかに逸脱していると批判した。ただし、南

原はその後立場を変えている。  
12 たとえば、上野千鶴子（『上野千鶴子の選憲論』集英社新書、2014）は、「護憲」も「改憲」も批

判し、「現行の憲法を功罪共に検討したうえで、もう一度選び直しましょう」という「選憲」論を

唱えているが、現行憲法に関しては、「戦争に負けた日本人が痛切な思いから選び取ったもの、と

いう見解に、多くの歴史家は同意しています」としている。それに対して柄谷行人は、現行憲法が

「アメリカの占領軍によって強制された」ものであることを認めた上で、「内発」「外発」という

区別は相対的なものでしかなく、「この憲法が、「自主的」でないということこそ、重要なのです」

と語ったり（『＜戦前＞の思考』講談社学術文庫、2001）、日本人の「自発的な意志」ではなく、

「無意識の罪悪感」が現行憲法を受け容れてきたのだと語ったり（『憲法の無意識』岩波新書、2016）

している。  
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そうした意味での「国民」とは、一つの集団であって個々人ではない。したがって、「国

民」の意志とは、個々人の意志ではなく、一つの「全体意志」であるという（これはルソ

ーに基づく用語と思われるが、「特殊意志の総和」のことではなく、通常「一般意志」と

訳される la volonté générale のことである）。「全体意志」は「総体性としての統一」とし

て、個別的意志とは「異なる次序に属する」ものとしての「国民の総意」である。新憲法

において国の最高権力をもつのは、そうした国民の「全体意志」である。議会による決定

も「全体意志」の決定の完全な方法ではない。「全体意志」＝「国民の総意」とは改めて

形成されるものではなく、歴史のなかですでに形成されてきたものであると和辻はいう。  

そうした「全体意志」は、対象化できない「生きた全体性」であり、それを目に見える

形にするのが、日本では「天皇」である。「象徴天皇制」とは、そうした意味で天皇を「生

きた全体性」の「表現者」としたものである。  

「全体意志」の表現者は、どのような国家にも必要であるが、その形は歴史的伝統や国

民の性格による。近代では「全体意志」の「表現者」として大統領を置くこともあるが（た

とえば現在のドイツの連邦大統領制）、民衆の信頼や尊敬を集める政治家が出にくい日本

には向いていない。日本ではその役割を果たしてきたのが伝統的に天皇だったのである。  

和辻は他の論文では、フレーザーを始めとする西洋の社会学・人類学や白鳥庫吉、津田

左右吉等の日本の先行研究の考え方を取り入れながら、民族を代表して祭祀を司る「祭司

王」として天皇を捉え、天皇は自己自身の内に権威の源泉があるのではなく、祭祀を通し

て「生ける全体性」が発現してくる「通路」となることによってのみ、神聖性を帯びてく

ると考えた。和辻によれば、天皇のような「神聖なる王」の存在は決して日本固有のもの

ではなく、古代社会・未開社会には広くみられるものであり、むしろ日本の天皇制の独自

性はそれが断絶せずに今日まで続いてきたことにあるとする。  

以上のような観点から新憲法をみると、天皇が「日本国民統合の象徴」であるとされて

いることは、伝統的な天皇の規定にむしろ近いものであると和辻はいう。  

たしかに、そうした天皇の規定は、「国民の自由に表明せる意志」によるものではない

という反論もあるかもしれない。しかし、原始社会においても、個人の背反はありえたの

であり、少数者の強制によるものではないと和辻はいう。  

このように和辻は新憲法の「象徴天皇制」を評価した上で、しかし、新憲法は明治憲法

の「統治権の総攬者」という性格も少なからず残しているともしている。新憲法では、天

皇は「日本国の象徴」（この場合の「日本国」とは政治的概念）でもあるとされ、「この

地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とされている。これは天皇が「主権的意

志の総意」であることさえも示しているというのだ。この規定によれば、国民の「全体意

志」に「主権」があり、それを天皇が象徴するのであるから、「主権」を象徴するのは、

ほかならぬ天皇である。だとすると、「統治権の総攬という事態においても根本的な変更

はない」とさえ和辻はいう。こうした国民の「全体意志」を「主権」とする和辻の憲法理

解は、一見保守的にみられるかもしれないが、新憲法の説く民主主義に対する独自の解釈

として検討する価値があるのではなかろうか。  

以上のような和辻の批判に対して、佐々木は次のように反論する。  
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和辻は、伝統的に天皇が「統治権の総攬者」であったということは歴史的事実ではない

というが、問題にしているのはあくまでも法的事実である。形式的とはいえ、徳川将軍を

任命するのが天皇であったのは、「天皇を統治権の総攬者とする国初以来の不文の法」が

あったからなのだと佐々木はいう。  

その上で佐々木は、「統治権の総攬」と「統治権の発動」とを区別する。「統治権の総

攬」というのは、「統治権という国家の包括的意志力を全体としてつかんでいること」、

言い換えると「統治権の源泉」であることである。しかし、個々の事柄については、統治

権を発動せず、他の者に委任するということもありうるのだという。たとえば、徳川幕府

は統治権を行うことを天皇から委任されていたというのである。  

こうした佐々木の反論に対して、和辻はさらに批判を加えている。和辻によれば、徳川

幕府は天皇から政権を委任されているという考え方は当初からあったものではなく、江戸

後期になってはじめて出てきたものである。そもそも長期にわたって「統治権の発動」に

関わっていない者を「統治権の総攬者」といえるのであろうか。天皇が将軍を任命する権

威をもっていたのは、国法の定めによってではなく、国民の「生きた全体性」を表現する

がゆえに生じた権威によってである。国民の「生きた全体性」が「統治権の源泉」である

ならば、天皇を「統治権の総攬者」としようと、国民を「統治権の総攬者」としようと実

質的な区別はないと和辻はいう。  

さて、以上のように和辻は、天皇を日本の文化的一体性の「象徴」と考えてきた。それ

は、戦前戦後一貫した彼の姿勢であった。そのため、和辻を単純なナショナリストと誤解

している人が多い。しかし、和辻は他方で、天皇制そのものは普遍性につながっていると

も考えていた。  

和辻によれば、天皇が「象徴」する民族の「生ける全体性」は、究極的には人類に普遍

的な「絶対的全体性」に通じているというのである。先に述べたように、天皇とは祭祀を

通して「生ける全体性」が発現してくる「通路」であると和辻は考えていたが、その祭祀

の対象は最終的には皇祖神のアマテラスである。しかし、記紀神話ではそのアマテラスは

さらに上位の神を祀る巫女として描かれていることに和辻は注目する。アマテラスが最終

的に祀る神とは、民族の「生ける全体性」を超えた、人類に普遍的な「絶対的全体性」の

ことであると和辻は解釈する。それを和辻は、「根源的な一者」、「絶対無とも称すべき

無限流動の神聖性の母胎」、「無限なる神秘」、「神聖なる「無」」といった言葉でも言

い換えている。そうしたものに通じているという意味で、天皇制は「無限に開かれた道」

であるとしている。記紀神話でアマテラスは、清明心、慈愛、正義の徳を体現した神とし

て描かれ、それは三種の神器に象徴されているとしているが、これらの徳は人類に普遍的

な「絶対的全体性」に基づくものだと和辻はいう。ここには天皇制を開かれたものにしよ

うという和辻の強い意図が感じられる。  
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二 宮沢・尾高論争 

 

次に宮沢俊義と尾高朝雄との論争をみてみよう。  

すでに述べたように、宮沢は新憲法で「国体」は変更されたとする立場をとる。宮沢は

ポツダム宣言を受諾したとき、天皇による国民への主権の委譲ということが同意・承認さ

れたのだとする「八月革命説」を唱えた。新憲法はそのようにして新たに主権者となった

国民によって制定されたものであるというのだ（ただし、宮沢は当初からこうした考えを

抱いていたわけではない。ＧＨＱ案が出る前に、日本側の憲法問題調査委員会が出した新

憲法案のうち、「松本乙案」とされるものは、実際は宮沢が書いたとされているが、その

内容は明治憲法の原則を変えるものではなかった。宮沢は、ＧＨＱ案を密かに入手して以

降「変節」したとされている13）。 

こうした宮沢の考え方に対して、尾高は天皇の統治を中心にした日本の伝統的な「国体」

は、決して国民主権と矛盾するものではなく、その意味で、明治憲法と新憲法との間に「国

体」の変更はないとした。  

尾高によれば、「法」というものには二つの捉え方があるという。一つは「力」が「法」

の上にあるという考え方である。すなわち、「法」は「強者の権利」によって作られるも

のであるとする見方である。たとえ民主主義国家であっても、国民の「主権」を国家にお

ける最高の政治的権力とする考え方は、「力」が「法」の支配者であることを認めている

のである。  

もう一つは、「法」の上に「正義」の理念を置く考え方である。いかなる「力」も「法」

の上にある「正義」の理念には従わなければならないという見方である。尾高自身はこち

らの立場をとる。そして、そうした「法」の根本原理である「正義」の理念を、尾高は「ノ

モス」とよぶ。  

そもそも尾高は、国家における最高の政治的権力という意味での「主権」概念を否定す

る。尾高によれば、新憲法に記されている「主権」とは「法」のあり方を最終的に決定す

る「力」のことではなく、「人類普遍の原理」である「ノモス」の根本理念によって「法」

の内容を決定していく最も重大な「責任」の所在を意味するものだという。  

立憲主義の国家では、議会の多数意見が国家の政治意志となるが、それだけでは議会の

多数党の横暴による権力濫用の危険を取り除くことはできない。いかなる多数意見も「ノ

モス」に従わなければならないという根本原則が必要である。そうした立場を尾高は「ノ

モス主権」とよぶ。  

こうした考え方を、尾高は和辻と同じくルソーによって説明しようとしている。ルソー

によれば、政府の形態を定め、政府に権力を信託し、政府をして権力を行使せしめるのは、

 
13 この問題を夙に指摘したのは江藤淳であった（江藤淳「解説」、江藤淳編『占領史録 第三巻（憲

法制定過程）』講談社、1982）。さらに最近の研究（古関彰一『平和憲法の深層』ちくま新書、2015）

では、宮沢はＧＨＱ案を入手した直後に、南原東大総長に直訴して急遽「憲法研究委員会」を設置

し、ＧＨＱ案が公表される前にそれに近い委員会案を出したのではないかとし、そこには「激変し

た憲法体制に対し、いかに政治的に早く、かつ組織として、つまり東京帝国大学として政治的ヘゲ

モニーを握るのかの問題があったのであろう」と推測している。なお、加藤典洋『９条入門』（創

元社、2019）でも鋭い宮沢批判が展開されている。  
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個々の国民の「特殊意志」の総和ではなく、「国民の総意」であるという（この場合、「国

民の総意」とは和辻と同様に la volonté générale のことである）。ルソーが「国民の総意」

は常に正しいとするのは、それを「ノモス」と考えるからだと尾高はいう。個々の国民の

「特殊意志」は特殊の利益を追求するが、「国民の総意」は常に「共同の福祉」をめざす。

その意味で、「国民の総意」とは現実の権力意志ではなく、「法の理念」である。したが

って、ルソーの説く国民の「主権」とは、「法の理念としての主権」という意味なのだと

尾高はいう。  

ただし、「ノモス」は自然法のような天与のものではない。それは、固定した法規範を

意味するものではなく、時代によって形を変えながら、しかもあらゆる時代の変革を通じ

て確認できる人間共同生活の根本的な正しさである 14。 

言い換えると、「ノモス主権」とは「法」を決定する「力」をもった人々の「心構え」

の問題であるともいえる。つまり、いかに権力を有するものといえども、「ノモス」の根

本理念に従って不断に正しい「法」を作るための努力をしなければならないということで

ある。現実の立法意志は「多数決」によるしかないが、「多数決」が常に正しいわけでは

ない。民主主義とは現実の立法意志と、「国民の総意」という「ノモス」との間のギャッ

プを辛抱強く一歩一歩埋めていくことであると尾高はいう。  

以上のような尾高の考え方に対して、宮沢は批判を加えている。宮沢によれば、「主権」

とは「政治のあり方を最終的に決定する意志」であり、そうした「意志」は「主体」をも

たなくてはならず、「具体的な人間」でなければならない。「国家法人説」や「天皇機関説」

のように、「国家」が統治権の主体であるとする考え方もあるが、その統治権の具体的な内

容を最終的に決めるのは誰か、ということになってはじめて「主権」の問題となるのであ

る。尾高のいうような「ノモス」を「主権」とする立場においても、「ノモスの具体的な内

容を最終的に決めるのは誰であるか」に対する答えが、「主権」がどこにあるかということ

なのであるという。  

また「多数決」が正しいわけではないという尾高の議論に対しては、何が正しいか分か

らないからこそ「多数決」に従うのだとする。したがって、現実には多数の意見が「国民

の総意」だと考えるしかないとする。  

さて、尾高は先のような「ノモス主権」の考え方を説いた上で、それを天皇制と結びつ

 
14 当初、尾高は法学をケルゼンに学んだ。新カント派の影響を受けたケルゼンは、ザインとゾレン

との架橋不可能性を説き、「自然法」の概念を排斥して、法学を徹底的に実定法のみに限定する「純

粋法学」を唱えた。そうしたケルゼンにとっては、ある法が妥当する根拠は、法の理念ではなく、

より上位の法に求めるしかないということになる。しかし、尾高はその後、この世界を「意味に満

たされた世界」だと考える現象学に触れることによって、「法の理念」と「現実の法」との架橋は

可能だと考えるようになり、両者を調和させ、普遍と特殊とを綜合するものを「政治の矩」とよぶ

ようになる。その上でさらに、決断主義から民族や国土に根ざした具体的秩序思考へと転向したカ

ール・シュミットの思想の影響によって、尾高は天皇制の問題に目覚めることになる（藤崎剛人「ノ

モスとアジール ―尾高朝雄の法哲学についての試論」、尾高朝雄『ノモス主権への法哲学』書

肆心水、2017）。尾高によれば、近代に入って自然法論から国民主権主義と国権絶対主義との対立

が起こったが、そのいずれも「法の究極に在るもの」を結局は政治に求めている。それに対して、

「法の究極には政治があるが、政治の更に究極には「政治の矩としての法」が存在することが認め

られなければならぬ」と考えるのが尾高の根本的な立場である（『法の究極に在るもの』有斐閣、

1947）。  
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けていく。  

尾高によれば、日本には国民主権という考え方の伝統はまったく存在しない。日本は建

国以来天皇が統治してきたのである。しかし、それは天皇が「統治権」者として君臨して

きたというのではない。また、天皇は時の政治的権力者に「統治権」の行使を「委任」し

てきたというわけでもない。そもそも、「統治権」とか「委任」という考え方自体が近代

的な法理の観念であると尾高はいう。  

その上で、尾高は明治憲法においても天皇が現実の政治の上で決定権をもっていたわけ

ではないと主張する。ただし、その点については、宮沢もそうした事実は認めている。宮

沢にとっても「主権」というのは、尾高とは違った意味で、やはり一つの「建前」「理念」

であって、「政治を現実に動かす力」ではないと考えられている。君主主権の国であっても、

現実に政治を動かすのは、財閥や軍人や大衆であったりするが、だからといって、そのこ

とが君主主権であることと矛盾するわけではないとする。  

こうした宮沢の考え方に対して、尾高は明治憲法下も含め、いつの時代にも天皇はあら

ゆる意味で政治の実権の上に超越していたとする。天皇の統治は、政治の実権ではなく、

「常に正しい」という理念を表明したものであるという。それは「理念として尊ばれ、理

念として護られ、理念として永遠につづくべきものと考えられて来た」のである。  

このように、尾高によれば、天皇統治の「国体」とは、現実の政治の根本構造ではなく、

理念としての政治のあり方を意味しているのである。それは「永遠に変るべからざる法の

正しさへの志念」であり、「ノモス主権」ということの「民族的な把握の仕方」にほかな

らないという。そう考えると、「天皇の統治を中心とする日本の国体を、国民主権とは氷

炭相容れ得ない対蹠の原理と見るのは、むしろ皮相の見解である」と尾高はいう。  

ただし、「ノモス」という理念は、目に見、耳に聞くことはできない。それをいつでも

どこでも、はっきりとつかむことができるようにする存在が日本では天皇であった。日本

では古来、三種の神器が「仁」「愛」「勇」といった理念的な徳を象徴するものとされて

きた。そのように、天皇は「形のない形」に「形のある形」を与える存在である。  

また、尾高は田辺元の言葉を借りて、天皇は「絶対無の象徴」であるともいう。天皇は

「絶対無」の立場に立つがゆえに、そのなかに万象を宿すことができる。したがって、そ

こに尊崇せられているものは、国民みずからの心であるという。  

ちなみに、田辺は敗戦前後、天皇は「絶対無の象徴」であるがゆえに、私有財産をすべ

て国家に奉納し「無一物」になるべきだと説いている 15。尾高にとっても、「絶対無」とい

う概念には個人的利害の否定という意味が含まれているといえるのかもしれない。  

 

 

おわりに 

 

以上、新憲法をめぐる二つの「国体」論争をみてきた。そこでの和辻と尾高の主張には

多くの共通性がみられた。彼らはともに天皇制の本質を「統治権」に求めず、民主主義と

 
15 田辺元『政治哲学の急務』（『田辺元全集』第八巻、筑摩書房、1964）。  
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共存しうるものであるとした。しかもその場合の民主主義とは、「多数決」に基づくもの

ではなく、ルソー的な「国民の総意」をめざすべきものと考えていた。また、天皇制は決

して閉じたものではなく、普遍的な「正義」や「無」といった理想の象徴ともされていた。

これらの主張は、今日においても天皇制を考える上で大きな示唆を与えるものといえよう。 

ただし、彼らが充分に議論しなかった問題も多い。天皇制を対外的に開くのにも不可欠

であったはずの天皇の戦争責任・退位の問題 16、また、永い天皇制の伝統とまったくかけ離

れ、普遍への道を閉ざしてしまった国家神道の問題17などはその最たるものであろう。  

なお最後に、和辻、尾高の天皇論とハイデガー哲学との関連に触れておきたい。かつて

丸山眞男は、『古事記』にみられる「つぎつぎになりゆくいきほひ」という生成的自然観

が、子孫の絶えざる発展を意味する「万世一系」という考え方の根底にあるとした 18。それ

を受けて、木田元はそこにハイデガー哲学との親近性を指摘した 19。 

たしかに、和辻、尾高は、そうした「万世一系」を強調することはない。しかし、彼ら

は共通して天皇を「無」の「象徴」とも考えていた。そこにハイデガーからの何らかの影

響をみることも可能かもしれない。今後の課題としたい。  

 
16 和辻に「天皇の責任について」（『和辻哲郎全集』別巻 2）というメモが残っている。そこで和辻

は、天皇に戦争の個人的責任はなく、退位の必要はないとしながらも、「当局者や国民全体が実質

上負うている責任を、象徴的に負うこと、即ち責任の負担を象徴的に表現すること、それが天皇の

役目である」とも述べている。なお、南原繁は皇室典範の改正の際に帝国議会で、昭和天皇には戦

争の政治的責任はないが、道義的責任をとって退位すべきだとして、天皇の退位の規定を設けるべ

きだと主張した。  
17 和辻の記紀神話解釈は、国家神道への批判の可能性も含んでいる。ただし、和辻は世界宗教より

も民族宗教を重視する傾向もあるため実際は微妙である。なお、昭和天皇は崩御の半年ほど前に、

「夏たけて堀のはちすの花みつつほとけのをしへおもふ朝かな」という歌を詠んでいるが、天皇自

身が皇祖神信仰を超えた仏教に救済を求めていたと思われて興味深い。  
18 丸山眞男「歴史意識の『古層』」（『丸山眞男集』第十巻、岩波書店、1996）。  
19 木田元『反哲学入門』新潮文庫、2011。 
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無からの詩学 

―ツェランとハイデガー― 

 

國重 裕（龍谷大学）  

 

Dichtung vom Nichts 

― Paul Celan und Martin Heidegger 

 

Yutaka KUNISHIGE 

 

Wie nahe / fern ist die Dichtung von Paul Celan, dem in Czernowitz geborenen, jüdischen 

Dichter, und die Philosophie Martin Heideggers? Celan hat so aufmerksam Heideggers Werke 

gelesen, dass er viele Unterstreichungen und Notizen eingeschrieben und dadurch seine eigene 

Poesie entwickelt hat. 

In der Büchner-Preis-Rede betrachtet Celan Dichtung als Atemwende; „es (das Gedicht) ruft 

und holt sich, um bestehen zu können, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein Immer-

noch zurück,“ wo der Dichter ein freigesetztes befremdetes Ich wird. „Das Gedicht wird (…) zum 

Gedicht eines –immer noch –Wahrnehmenden, dem Erscheinenden Zuwandten, dieses 

Erscheinende Befragenden und Ansprechenden; es wird Gespräch –oft ist es verzweifeltes Gespräch. 

/ Erst der Raum dieses Gesprächs konstituiert sich das Angesprochene, versammelt es sich um das 

es ansprechende und nennende Ich.“  

Heidegger nennt die Aufgabe des Dichters in der dürftigen Zeit als Wagnis, um den Abgrund 

der Welt zu überwinden. „Der D ichter denkt in der Ortschaft, die sich aus derjenigen Lichtung des 

Seins bestimmt“ Und die Ortschaft ist „eine Offenbarkeit des Seins die selbst in das Geschick des 

Seins gehört und aus diesem her dem Dichter zugedacht wird.“ („Wozu Dicher?“)  

In den Gedichten von Paul Celan „Tenebrae“, „Psalm“ ist der Dichter gestaltet, als wäre er 

Jesus Christ, der die Not aller Welt selbst allein erduldet. Celan kritisiert zugleich die 

Verschwiegenheit Gottes vor den Toten im KZ. Nicht ohne Grund vergleicht H. G. Gadame r die 

Dichtung von Celan mit „Passion“ (Mit-leid).   

Celan und Heidegger wahren beide vom politischen Engagement (J. P. Sartre) in der Ära der 

Technik Abstand; sie sind sich wohl der Ohnmacht der Humanität bewusst, wenn auch einerseits bei 

Celan der Grund dafür hervorragend ist, der schmerzliche Verlust seiner Eltern im Holocaust, 

anderseits ist die Kritik an Technik schlechthin z.B. an der Atombombe bei Heidegger der Grund 

dafür. 

Schlüsselwörter: Martin Heidegger, Paul Celan, Dichtung, Abgrund, Nichts 

キーワード：ハイデガー、ツェラン、詩、深淵、無   
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La poésie ne s’impose plus; elle s’expose.  26. 3. 69 1 

 

 

はじめに 

 

現在はウクライナに属するチェルノヴィッツに生まれたパウル・ツェラン（1920-70）が

ハイデガーの哲学に出会ったのは、ルーマニアのブクレシュチから、かつての帝国の首都

ヴィーンに逃れてきた 1948 年、当時ヴィーン大学の哲学科で学位論文『マルティン・ハイ

デガーの実存哲学の批判的受容』を執筆中のインゲボルク・バッハマンと知り合ったとき

である。しかしツェランがハイデガーの著作を本格的に読みはじめたのはパリに移住した

1952 年以降であることが、蔵書の書き込みから確認されている。France-Lanord と Lyon に

よる二冊のモノグラフは、ツェランの蔵書のハイデガーの著作にある下線や書き込みから、

ツェランがハイデガーをどのように受容していったかを丹念に分析した労作である。  

しかし文献学的に貴重な二冊の研究書は、やむをえないこととはいえ、ハイデガーの哲

学がツェランの詩学そして詩作にどのような影響を与えたのか、俯瞰的に考察する視座に

は乏しい。そこで本稿では、ツェランがハイデガーの思索のどこに惹かれ、詩人としてみ

ずからの関心に即してどのように摂取したのかを、ツェランの詩論「ブレーメン文学賞受

賞講演」（1958）、「子午線 ―ビューヒナー賞受賞講演」（1960）、そして同時期に書

かれた二篇の詩「闇」「讃歌」から考察する。 

 

 

1. ハイデガーを読むツェラン ―「ブレーメン講演」と「子午線」  

 

ツェランが入手したハイデガーの著作のリストは、上述 France-Lanord および Lyon の研

究書それぞれに附されている。Lyon によると、1954 年に「思惟とは何か Was heißt Denken?」

を読んでいた頃から、欄外の書き込みや読書ノートには、ハイデガーの引用やそのコメン

トだけでなく、自身の詩学の覚え書きが増えていくという。このことから、ハイデガー哲

学に触発されて、ツェランが自分自身の詩学を構想しはじめたと考えてよいだろう。しか

し、だからといって、ツェランがハイデガーの思想をそのまま受け入れたとも即断できま

い。ツェランの解釈がハイデガー哲学の理解として適切かも検証されるべきだろう。以下、

「テュービンゲン版」「ボン版」二つのツェランの批判校訂版で、一般読者も目にするこ

 
ツェランのテクストからの以下を用いる。引用箇所は書名を略号とその巻数、ページ数の順で示す。 

Paul Celan: Gesammelte Werke. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986. 略号 GW。  

Paul Celan: Werke. Historisch-Kritische Ausgabe. (Bonner Aufgabe) 1, Abteilung. Lyrik und Prosa.  Band 

15-1&2, Band 16.  Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2014. 2017. 略号 B-A。 

Paul Celan: Der Meridian.Endfassung-Entwürfe-Materialen. Thübinger Ausgabe. Hrsg. von Jürgen 

Werthheimer. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999. 略号 Th-A。 

ハイデガーのテクストからの引用は略号 GA および巻数、ページ数を記す。  

Martin Heidegger: Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main, 1975 ~. 
1 万年筆で手書きされたメモ。»L’Ephémère « 誌 14, Paris 1970, p. 184 掲載。（GW3-181/ B-A16-397） 
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とができるようになったメモにも留意しつつ、ツェランの詩学を考察する。彼の詩想をう

かがい知れる「ブレーメン文学賞受賞講演（以下「ブレーメン講演」と略）」（1958）、

「子午線 ―ビューヒナー賞受賞講演（以下「子午線」と略）」（1960）という二つの講

演は、これらの草稿群から練り上げられたものだからである。  

 

1.1 ツェラン「ブレーメン講演」  

「ブレーメン講演」では、みずからの出生の地、ハプスブルク帝国時代、東方の文化的

中心都市であり、ユダヤ系文化人が多数を占めていたチェルノヴィッツから、ナチス・ド

イツの蛮行を経て、自分がいま受賞講演を行っているブレーメンまでの距離について語ら

れる。ツェランはつぎのように言明する、数知れぬ暗闇や死をもたらした虚言をくぐり抜

けて、ただことばだけが失われずに残った、と。その上で「このことばによってみずから

を方向付け、そして自分がどこにいるのか、どこに向かおうとしているのかを知るために、

自分を投企するために詩を書いてきた」（GW3-186）とツェランは言い切る。さらに詩を書

く行為を、生起 Ereignis、運動 Bewegung、途上にあること Unterwegssein、方向性 Richtung を

獲得するための試みだと言い換えている。  

それと同時に、詩は非時間的なものではないことにも注意をうながす。詩は、時間を超

越した永遠を求めるものではなく、時間 Zeit そのものだからだ。  

さらに、詩はその本質からして対話的であるというツェランは、詩は現実に傷つき、現

実を求めながら、開けたところに立ち、所有することができ、語りかけうる「あなた」、語

りかけうる「現実」を求めて書かれるのだとする（この中で、有名な『投壜通信 Flaschenpost

の比喩』が用いられる）。2 

 

1.2 ツェラン「子午線」 

西ドイツを代表する文学賞「ビューヒナー賞」受賞を知らされたツェランは、1960 年 10

月の授賞式にむけて、受賞講演を書きはじめる。「子午線」といわれる彼の唯一まとまった

詩論である。ビューヒナー賞講演では、ゲオルク・ビューヒナーの作品に触れながらみず

からの文学観を語ることが慣習であったため、ツェランもビューヒナーからの引用を行っ

ている。ビューヒナーの戯曲「ダントンの死」や短篇「レンツ」に言寄せて、ツェランは

自分の詩学を語るのだ。ビューヒナーの作品に専心することで深化したであろう面を斟酌

しながら、ハイデガーを読みながら書き付けてきたメモにすでに萌芽が認められていたツ

 
2 Ansprache anlässlich der Entgegenname des Literaturpreises der Freien Hansastadt Bremen. (GW3-185f.) 草

稿にも„Gedichte sind Daseinsentwürfe: man muß Ihnen, um ihrer Wahrheit willen, nachleben.“ (Th-A. S.120) 

この第二章第二節でみる通り、「ブレーメン講演」にはハイデガーの使う語彙が頻出する。  

„Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. (---) In dieser Sprache habe ich, in jenen Jahren und in 
den Jahren nachher, Geschichte zu schreiben versucht: um zu schreiben, um mich zu orientieren, um zu 
erkunden, wo ich mich befand und wohin es mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu entwerfen. 

Es war, Sie sehen es, Ereignis, Bewegung, Unterwegssein, es war der Versuch, Richtung zu gewinnen. 
Das Gedicht kann, da es ja eine Erscheinungsform der Sprache und damit seinem Wesen nach dialogisch 

sein (---).  Auf Offenstehendes, Besetzbares, auf ein ansprechbares Du vielleicht, auf eine ansprechbare 
Wirklichkeit.“ (GW3-185f.) 



無からの詩学（國重裕） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.14 2020 

62 
 

ェランの詩学を中心に、要約してみたい。3 

最初に問題とされるのは、詩 Dichtung と芸術 Kunst の違いである。自然を、その姿その

ままに定着したいという欲望を、ツェランはメデューサに喩える。しかし、そのように石

像にしてしまった芸術作品は、観念的な被造物にすぎず、ピグマリオン（小人）、操り人形、

自動式機械、猿にすぎない。ほんとうの芸術は、対象を固定したり、普遍性を目ざすべき

ものではないからである。ツェランが考える芸術（彼はとりあえず「詩作 Dichtung」とい

う語と対置する）は、自由なふるまいであり、一回きりの einmalig 存在、呼吸 Atem、方向

性 Richtung、運命 Schicksal だからだ。このような詩作はどのような条件のもとで生まれて

くるのだろうか。「芸術は、自己忘却 Selbstvergessen、自己を遠ざけるもの Ich-Ferne である。

芸術も詩作も、自己忘却した『わたし』、あの不気味な『場 Ort』に赴くことではないだろ

うか。」（GW3-193）この見知らぬ場で、ひとはみずからを、他者のような「わたし」として

自由に解放できる、とツェランはいう。彼にいわせれば、不条理 Absurde こそが詩作にほ

かならない4。ここでツェランは、ことば Sprache、方向性、呼吸を同格で併置し、それを

「一つのわたし ein Ich」だとする。しだいにあきらかになるとおり、ツェランは Dichtung

と Richtung を等置し、ハイデガーの Lichtung と対置しようとしているように思われる。  

ここでツェランは、ビューヒナーの短篇「レンツ」の冒頭にある主人公についての記述

「逆立ちして歩けないのが不愉快だった」を引用し、「逆立ちして歩く者は、天を深淵

Abgrund として足元にもつことになる」という。  

つづけて、現代詩が難解だと批判されることを受け、ツェランはシェストフによるパス

カル論を引用しながら、こう述べる。「自己投企されたことによる遠さよそよそしさによっ

て発生した『暗さ／難解さ Dunkelheit』ゆえに、出会いのための詩は難解になる」と5。詩

は沈黙へと傾きがちになる、とも（GW3-197）。 

詩 Gedicht が存在しうるためには、「もはやない」から「いまだなお」へとたえず呼び返

され、受け取られねばならない。この呼び返しという特徴ゆえに、詩は途上にあり、孤独

であり、「出会いという秘密」をそなえているとツェランは考える。「詩は異他なる者を欲

 
3 Der Meridian. Rede anläßlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preis Darmstadt, am 22. Oktober 1960. GW3, 

B-A15-1.ビューヒナーその他のドイツ語文学も含めた「子午線」論は、四日谷敬子『ハイデッガー

の思惟と芸術』（世界思想社、1996）および、斧谷彌守一「不条理な深淵  ―パウル・ツェラーン

の詩論『子午線』」（阪神独文学会『ドイツ文学論攷』第 24 号、1984）参照。  
4 „Wer Kunst vor Augen und im Sinn hat, (---) der ist selbstvergessen. Kunst schafft Ich-Ferne. (---) Vielleicht 

–ich frage nur --, vielleicht geht die Dichtung, wie der Kunst, mit einem selbstvergessenen Ich zu jenem 
Unheimlichem Ort? doch womit? doch als was? –wieder frei?“ (GW3-193) 

„Finden wir jetzt vielleicht den Ort, wo das Fremde war, den Ort, wo die Person sich freizusetzen vermochte, 
als ein – befremdetes –Ich?“ (GW3-195) 

5 „Meine Damen und Herrn, es ist heute gang und gäbe, der Dichtung ihre „Dunkelheit“ vorzuwerfen. (---) 
Erlauben Sie mir, hier ein Wort von Pascal zu zitieren, ein Wort, das ich vor einiger Zeit bei Leo Schestow 
gelesen habe: „Ne nous reprochez pas le manque de clarte puisque nous en faisons profession!“ –Das ist, glaube 
ich, wenn nicht kongrenitale, so doch wohl die der Dichtung um einer Begegnung willen aus einer –vielleicht 

selbstentworfenen –Ferne oder Fremde zugeordnete Dunkelheit.“ (GW3-195) （破線は引用者による。ハイ

デガー・フォーラムの口頭発表で触れたシェストフのパスカル論のドイツ語訳のパウル・ツェラン

による受容、とりわけ Dunkelheit、Nichts、Abgrund の用法と、ハイデガーの哲学との相関性につい

ては、拙論「ツェランによるランボー『酔っぱらった船』ドイツ語訳  ―シェストフ『ゲッセマネ

の夜 ―パスカルについて』との関連」（龍谷大学『龍谷紀要』第 41 巻第 2 号、2020）において

詳しく論じた。）  
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する。詩は異他なる者を必要とする。詩は他者を必要とする」のだ 6。 

こうして「ブレーメン講演」とおなじく「詩は対話になるのです、それも、しばしば絶

望的な対話に」と、ツェランは詩の本質を闡明する 7。この対話の空間において語りかけら

れた者が形成され、そのまわりに相手に語りかけそして名づける「わたし」が集まってく

る。しかし、この現‐在 Gegenwart へと語りかけられた者と名づけによって同時に「わた

し」となった者もまた、他者性を帯びてやってくる、とツェランはいう。詩が生成する「い

ま・ここ」こそが、一度かぎりの瞬間であり、まさに「時間 Zeit」にほかならない（それ

ゆえツェランは絶対詩を否定する）。そこでは「わたし」は開かれ、いかなる目的にもいた

らず、どこからきたのか、どこへ向かうのかが問われる。このような方向性 Richtung を、

ツェランは詩作 Dichtung の定義の根幹に据えるのである8。詩とは、このような出会いが可

能になる「どこにもない場 U-Topie」である、とツェランは結論づける。  

そして最後にツェランはつぎのように述べるのである。詩とは、聞き取れる「あなた Du」

への声への道、すなわち創造的な道であり、現存在の投企であり、それは帰郷 Heimkehr な

のだ、と。「わたしは、わたし自身のふるさとたるべき場を探し求めているのです。」 9 

 

 

2. ツェランの詩学とハイデガーの哲学 ―類似点と相違点 

 

以上、ツェランの詩論を概観しただけでも、ハイデガーとの間には親近性とともに違い

も浮かびあがってくる。  

「ことば」を故郷とし、詩作を「帰郷」に喩えるツェラン―1954 年の紙片には「詩人

の故郷はその時々に書かれた詩作である」ということばが認められる（B-A16-471）―と、

ツェランが否定する大地 Erde, Boden にこだわるハイデガー10、あるいはドイツ民族の文化

 
6 „Das Gedicht will zu einen Anderen, es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber.“ (GW3-198) 
7 „Der Adressat des Gedichts ist niemand. Niemand ist da, wenn das Gedicht zum Gedicht wird. Das Schicksal 

dieses Niemand auf sich nehmen, führt zum Gedicht.“ (B-A16-249) 
8 „Das Gedicht wird –unter welchen Bedingungen! –zum Gedicht eines –immer noch –Wahrnehmenden, dem 

Erscheinenden Zugewandten, dieses Erscheinende Befragenden und Ansprechenden; es wird Gespäch[sic] –oft 
ist es verzweifeltes Gespräch. 

Erst im Raum dieses Gesprächs konstituiert sich das Angesprochene, versammelt es sich um das es 
ansprechende und nennende Ich. Aber in diese Gegenwart bringt das Angesprochene und durch Nennung 
gleichsam zum Du gewordene auch sein Anderssein mit. Noch im hier und jetzt des einmalige, punktuelle 

Gegenwart － , noch in dieser Unmittelbarkeit und Nähe läßt es das ihm, dem Anderen, Eigenste mitsprechen: 

dessen Zeit. 
Wir sind, wenn wir so mit den Dingen sprechen, immer auch bei der Frage nach ihrem Woher und Wohin: 

bei einer „offenbleibenden“, „zu keinem Ende kommenden“, ins Offene und Leere und Freie weisenden Frage 
–wir sind weit draußen. 

Das Gedicht sucht, glaube ich, auch diesen Ort.“ (GW3-198f.) 
9 „Ich suche die Gegend, (---) den Ort meiner eigenen Herkunft.“ (GW3-202) 
10 Hans Bender に宛てた手紙の中で、ツェランは手仕事はすべての詩作 Dichtung の前提であり、詩

作 Gedicht と手仕事 Händewerk の間に、原理的な相違を認めません。と述べている。また詩を贈り

物 Geschenke、運命 Schicksal とも書いている。しかし、同時に手仕事には確実な土台 Boden などけ

っしてないとも言明している。（GW3-177） 
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的共同体、土地を想定するハイデガーとは、相容れないだろう11 12。ツェランが生まれ育

ったガリツィア地方は、「ブレーメン講演」の中で示唆されている通り、20 世紀の何度か

の戦禍の末に、文化的遺産はいうに及ばず、文字通り地図から消えてしまった地域であっ

た。だからこそ、「ことばだけが失われずに残った」と語るツェランにとって、ことばとは

即、故郷で話されていたドイツ語を指すと考えられる。  

 

2.1 ハイデガー「詩人は何のために?」 

「詩人は何のために?」の中で、ハイデガーは神々が去った時代における詩人の役割につ

いて論じている。世界が夜の時代には、あらゆるものが欠乏していることさえ気づかれな

くなっている。この世界が夜の時代に、詩人は聖なるものを語る。「詩人は、（中略）存在

の空閑地 Lichtung である場所へと思考する。」（GA5-273） ヘルダーリンがいたった場所も、

みずからが存在の贈与に属し、そこから詩人たる者が思考されるような存在の開けである

場所 eine Offenbarkeit des Seins である。とはいえこの存在の開けこそ、いまやもっとも忘却

のうちに沈んでいるとハイデガーはいう。その上で、詩作 dichten と思索 denken の対話を

行ったリルケはどの程度、深淵に到達しえているかを問う。ハイデガーは、晩年のリルケ

の 16 行詩を題材にこの問いに向きあう。その 5 行目から引用する。  

 

. . .Nur daß wir, 

mehr noch als oder Pflanze oder Tier 

mit diesem Wagnis gehn, es wollen . . .  

 

 
11 ハイデガーのナチスへの加担、そしてみずからの言動に関して戦後も反省の言を公にしなかった

ことが、当然のことながらハイデガーとツェランの関係においても問題にされる。ツェランがユダ

ヤ人であり、両親を強制収容所で失っており、戦後もなお根強くはびこる反ユダヤ主義に敏感であ

った以上、当然である。前述の先行研究のうち、France-Lanord は両者の出会いは友好的であったと

する一方、Lyon はハイデガーから謝罪のことばが聞かれなかったことにツェランは深く失望した

とする。「倫理的なもの／政治的なもの」という今回のフォーラムの主旨からも、聴衆の関心の中

心はこの主題にあるのかもしれない。けれども二人が実際に邂逅した際に何が語りあわれたかは、

オットー・ペゲラーらの伝聞情報でしかわからず、二人の研究者も証拠となる同種の資料を使いな

がらまったく正反対の結論にいたっているのだ。憶測を積み重ねぬため、今回は 60 年代のツェラ

ンとハイデガーについては言及しない。  
12 ちなみに「ドイツ大学の自己主張」について、1949 年の学位論文でバッハマンが使用文献の一冊

として明記している。ハイデガー生誕 70 年を祝う祝賀論集に寄稿を求められたバッハマンとツェ

ランは、この申し出を断る。1959 年の往復書簡をひもとけば、バッハマンもツェランもこの総長講

演に触れており、二人ともハイデガーの政治性に自覚的であったことがわかる。1959 年 8 月 5 日付

けツェラン宛バッハマン書簡 „Ich habe doch vor Jahren eine kritische Heidegger-Arbeit geschrieben (---) 

habe ich doch meine Einstellung Heidegger gegenüber nie geändert, seine politische Verfehlung bleibt für mich 
indiskutabel, ich sehe auch , nach wie vor, die Einbruchsstelle dafür in seinem Denken, in seinem Werk (--

-).“ Bachmann Ingeborg & Celan, Paul: Herzzeit. Briefwechsel. S.117. 1959 年 8 月 10 日付バッハマン宛ツェ

ラン返信 „Ich bin, Du weissts[sic], sicherlich der letzte, der über die Freiburger Rektoratsrede und einiges 

andere hinwegsehen kann; aber sage mir auch (---).“ Bachmann Ingeborg & Celan, Paul: Herzzeit. Briefwechsel. 

S.118. けれども、二人が寄稿しなかったのは出版社への不信感が原因だった。―したがって 1950

年代のツェランは、ハイデガーの行動を知りつつ、そしてみずからのユダヤ性についてもノートに

多くの書き込みを残していたにもかかわらず、ホロコーストの問題を「ブレーメン講演」でも「子

午線」でも、ほとんど捨象していることが、際だってみえる。  
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「存在は敢行そのものである Das Sein ist das Wagnis schlechthin」「存在者の存在は敢行で

ある Das Sein des Seienden ist das Wagnis」。このように「敢えて行うこと Wagen, Wagnis」「欲

すること Wollen, Wille」が死すべき生き物たる人間 der Sterbliche の特徴として、前景化され

る（GA5-279）。あわせて自然において、人間が危険に対して保護 Schutz されていないこと

も指摘される。  

「敢えて行う」ことは平衡を保った秤を運動の戯れ Spiel にもたらすこと、危険にさらす

ことでもある。敢行すること Wagnis は、安定し確かなものを庇護されない状態へと置く所

業である。このようにして敢えて投げ出されたもの das Gewagte は、その度ごとに存在者の

全体のなかへと導き入れられる。しかし、この敢行によって、人間は世界を対象として全

体の中でみずからに対し、そして世界に対して前に立て、観念化 Vor-stellen するにすぎな

い（GA5-287）。 

7 行目の es wollen について、ハイデガーは「ここで述べられた Wollen は自ら遂行するこ

とであり、その前提として、世界はすでに想起できる対象の総体としてあらかじめ措定さ

れてしまっている」と批判する（GA5-288）。対象を技術的に統御しようとするような近代

的な自然観を、ハイデガーは科学技術の時代の世界観として論難していく（GA-290f.）。こ

のような危機の時代にこそ、危険を直視し示すために、あえて深淵へと到達する死すべき

存在（詩人）がいなければならないのである（GA5-295）。そして「人間は、時として敢行

より冒険的であり、存在者の存在より存在的である。根拠より敢えて冒険的である者は、

あらゆる根拠が破れた場所で、深淵へと敢然と向かうのである。」（GA5-295） 

以上、「詩人は何のために?」を概観してきた。ハイデガーがヘルダーリンに看て取る、

世界を基礎づける根拠が見失われた時代に、痕跡さえもはやほとんど消えかけている深淵

で神々のかすかな痕跡を、深淵の根底 Boden, Grund で見出すような役回りは、ツェランの

詩人像から読み取れない。庇護のない世界で、深淵へ下ることを「敢えて行う wagen」詩人

像と、ツェランが「子午線」で描いてみせたみずからに揺さぶりをかけることで、異他な

る者を呼び出し、それによって「わたし」を呼び返そうとする詩人像には隔たりがある。

「より冒険心をもった者が庇護なき存在の不治の状態から世俗的現存在の治癒へと向かう」

（GA5-316）と、敢行 Wagen の力に期待を寄せるハイデガーより、ツェランは受動的で悲

観的であろう。ハイデガーが原爆まで持ち出し、世界を破滅に導く全体主義社会や科学技

術万能の社会とを抽象的に関連づけた深淵 Abgrund と、強制収容所での両親をはじめ同族

の死を肌身で感じ、戦争を生き延び、戦後社会を異郷の地で暮らしていたツェランが口に

する深淵では、いかにもことばの重みが違う。  

とはいえ、両者とも、失われたもの、もはやないものの痕跡を、いまこの一瞬呼び返し

て顕現させる作用を「詩作 Dichten, Dichtung」に認めているのは確かなのだが……。  

 

2.2. 「無 Nichts」をめぐる思考 ―ツェラン「子午線」とハイデガー「形而上学

とは何か」「根拠の本質について」「アナクシマンドロスのことば」  

1959 年 8 月 19 日、すなわち「ブレーメン講演」と「子午線」の間に書かれたツェランの

ノートには、「詩 Dichtung」と「無 Nichts」そして「暗さ（難解さ）Dunkelheit」の関係につ
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いて次のような覚え書きが認められる。  

 

詩は、人間同様、確固たる根拠を持っているわけではない。それゆえ、詩が詩として理解され

るためには、詩特有の難解さがあったとしても受け入れられねばならない。  

つまりおそらく詩は詩の根拠を詩自身のなかに秘めているのだ、無根拠のなかに、詩はそ

の根拠によって居場所を得る。（引用の行頭のズレは、メモによる） (Th-A 88f.) 

 

そして「子午線」では、先述した通り、ビューヒナーの短篇「レンツ」の冒頭にある「逆

立ちして歩けないのが不愉快だった」という冒頭の一節を紹介したあと、「逆立ちして歩く

者は、天を深淵として足元にもつことになる」とコメントし、次のように語られる。  

 

みなさま、現在、詩に対して、その難解さに批判が向けられることがあります。ここでパスカル

のことばを引用することをお許しください。先ごろシェストフのパスカル論で読んだものです。

「明快さが欠けているからといって批判しないでいただきたい、わたしたちは意志をもってそう

しているのですから。Ne nous reprochez pas le manque de clarté puisque nous en faisons profession! わ

たしが思うに、自己投企されたことによる遠さあるいはよそよそしさによって発生した「難解さ

Dunkelheit」ゆえに、先天的でないにせよ、出会いのための詩は難解になる。」（GW3-197） 

 

これを読めば、ツェランが「暗さ」について語る際、シェストフのパスカル論が原点に

あったことがわかる13。それでは、シェストフのパスカル論「ゲッセマネの夜」とはどのよ

うなものだったのか。  

「ゲッセマネの夜」は、自分もキリストの苦悩に到達できるまでは、けっして眠るまい

と決心した人間パスカルの世界観を描いている 14。アリストテレスや近世の西洋哲学が頼

みとする思惟も、いわんや法王や教会の決定も根拠にならぬ。もちろん、神が創られたも

のを、人間が理性によって認識できるはずもない。こう見做すパスカル。ふつうの人はし

っかりとした大地を足元に望むだけで、この深淵には目を向けようとしない。この深淵に

ただ一人パスカルは向き合ったのだ。「理性なるものが僭称するものすべてを信じないと

決め、光に満ちた地を去ったのだ。なぜなら光は虚偽を明るみに出すから Qu’on ne nous 

 
13 「子午線」の草稿の段階からシェストフのパスカル論への言及は繰り返し行われていた。一例を

挙げる。„Hier mag nun, in diesem Zusammenhang, d.h. unvermittelt, ein Wort von Pascal stehen, das 
ich, noch unvermittelter, nach Schestow zitiere : ne nous reprochez pas le manque de clarté ... Das ist, 
wenn auch nicht das kongenitale, so doch das zugeborene Dunkel des Gedichts. Es hat mit 
Dunkelmännern, auch akademischen, nichts zu tun – womit ich keineswegs eine über die Herstellung 

einer überpersonalen Beziehung meinen zu müssen glaube.“ –„Ariadone“ (S. 58f.) 
14  以下、当該箇所を引用する。 „Jetzt wird man nur jene als richtig Suchenden erkennen können, die 

« cherchent en gémissant ». Dann es ist auch der Abgrund, den Pascal nicht loswerden konnte, und seine 
wahnsinnige Angst vor diesem Abgrund erwünscht er als fester Boden unter den Füßen und Geistesruhe. Nur 
das Entsetzen, das ein Mensch empfindet, wenn er merkt, daß er keinen festen Boden mehr unter den Füßen 
hat, und daß er in einen bodenlosen Abgrund versinkt, vermag ihn zu dem „wahnsinnigen“ Entschluß zu 
bringen, das „Gesetz“ abzulehnen und im Widerspruch gegen alle anerkennten Wahrheiten zu handeln. Darum 
spricht Pascal in seinen „Pansées“ so viel von den entsetzlichen Bedingungen unseres irdischen 
Daseins.“ Schestow, Leo: Die Nacht zu Gethemane (Pascals Philosophie). in: Bertram, S.89. 
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reproche pas le manque de clarté, car nous en faisons profession」15。この一節がツェランのノー

トに何度も書き写され、最終的に「子午線」に引用された一文なのだ。「この宇宙のはてし

ない沈黙がわたしを畏怖させる」と述べたパスカルがみていた深淵こそ、ツェランが引用

した件の科白の背景にあった。深淵から詩作するがゆえに、詩には難解さが生じる。この

難解さは、詩人には頼むべき根拠がこの世に一切ないからである。第三章で「闇」「讃歌」

を読解するときにみる通り、ナチス・ドイツの蛮行の下で両親をはじめ同胞を失い、自身

も辛酸をなめたツェラン、そして戦後も、欧州世界を覆う旧態依然とした反ユダヤ主義を

肌身で感じていたツェランにとって、頼るべきよすががないという感覚は切実なものだっ

たはずだ。ツェランにおいて、「無 Nichts」、「深淵 Abgrund」と「暗さ Dunkelheit」という語

が、「詩 Dichtung」と同じ圏内の鍵語として現われているのもうなずける。  

ハイデガーの場合はどうだろう。「形而上学とは何か」において、「存在」ではなく「無」

について問うことはいかに可能かを取り上げる。得体のしれないものに対する不安が無を

あらわにする、と述べるハイデガー（GA9-111f.）。「無」は「存在」や「現存在」との関係

で議論され、「根拠 Grund」や「無根拠／深淵 Abgrund」と関連づけられるわけではない。

なるほど「あとがき」では、ハイデガーは「深淵というおののき Schrecken」に触れている。

存在者が「在る」という奇蹟と向きあうための準備としての「深淵というおののき」を「本

質的な不安」だというのだ16。とはいえ、「在ること」を追究するために、形而上学批判の

観点から無について考察を深めることがハイデガーの関心事だったから、ツェランの問い

かけと同じ次元で議論すべきものではあるまい。（ただし 1949 年、すなわちナチス・ドイ

ツがもたらした破局―ハイデガー自身も連座した―のあとに書かれた「導入」でも、

その姿勢は変わっていないことは、明記しておいた方がいいだろう。） 

「根拠の本質について」でも、「存在」ではなく「無」を根拠づけることの可能性につい

て考察されているが、「深淵」に言及されるのは、文末に置いてである。自由と超越との議

論の中で、「この根拠はしかし、現存在の深淵（脱-底 Ab-grund）の自由としてある」（GA9-

174）と述べられる。現存在の超越の自由が「深淵」だとされるのだ。そこでは被投性が無

力と等置されてもいる。  

「無」と「無根拠／深淵」の関連性について踏みこんだ考察がなされるのは、「アナクシ

マンドロスのことば」だろう。アナクシマンドロスのことばに対する、ニーチェをはじめ

とするさまざまなドイツ語訳を比較、参照しながら、存在についてギリシア人が何を思惟

していたか探求したこの論で、真理（アレーテイア）を、「非覆藏性」から現われ、「覆藏

性」へと遠ざかり消え去っていく生成と消滅の運動としてハイデガーは捉える。その上で

「存在」を現れ出ることと立ち去っていくことを内包した「その度ごとの jeweilig」滞留 Weile

だという。そして「gegenüber」の「gegen」に、隠されていない「圏域 Gegend」にとどまる

 
15 A.a.O. S. 89.  フランス語版からの翻訳の後記で、引用箇所を Ruoff は次のようにドイツ語訳して

いる。„Man werfe uns nicht Mangel an Klarheit vor, denn wir machen sie uns zum Beruf.“ (a.a. O. S. 107) 
16 このあとがきにある „das Dichten und das Danken und das Denken zueinander verwiesen und zugleich 

geschieden sind“ といった一節と、ツェランの「ブレーメン講演」の冒頭  „Denken und Danken sind in 

unserer Sprache Worte ein und desselben Ursprungs“ を比べれば、ツェランがハイデガーの「形而上学

とは何か」をたしかに読んでいたと推測できるのではないか。  
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べく、そこへといたりつくというニュアンスを読み込む。このような真理を開く預言者と

して、詩人は位置づけられる。この「〜から」と「〜へ」の「間 Zwischen」から救い出す

行為にハイデガーは深淵 Abgrund という語を用いるのである（GA5-372）。  

ツェラン自身のメモには、先述のシェストフのパスカル論が、多少の変更を加えながら

繰り返し引用されているだけなので、深淵という語をめぐってツェランのハイデガー読解

がどのような作用を及ぼしていったか、詳細にたどることはむずかしい。ただ、本節で概

観した通り、ツェランがハイデガーの哲学とまったく無関係に、「子午線」で無や深淵につ

いて語ったとは考えにくい。  

 

2.3 ハイデガー「芸術作品の根源」  

「芸術作品の根源」にはつぎのようにある。「寺院はそこに聳えることで一つの世界を開

示し、そのことによって大地に世界を建て返す。大地はそこに寺院が建立されることで故

郷の根拠として立ち現れるようになる。」（GW5-28） 

ここで注目したいのは、芸術家の位置づけにある。ハイデガーは次のように述べる。  

 

芸術作品はこのようにして存在者の存在を開示する。作品においてこの開示は起きる。つまり存

在者の真理が露になる。芸術作品において存在者の真理はみずから措定する。（GW5-25） 

 

芸術作品に果たす詩人（芸術家）の役割は、積極的には論じられていない。詩人はこと

ばのまもり手 die Bewahrenden だと述べられるにとどまる。ハイデガーにとって重要なのは、

真理の開示であり、存在であったからだろう。それに対し、ツェランは芸術作品に、「わた

し」が現実を獲得する「場」を看て取る。  

Dichtung は運命的で、一回きりとする点も両者に共通している（＝ツェランがハイデガ

ーから継承している）17。「ブレーメン講演」の中でも、詩は生起である―Es war Ereignis, 

Bewegung, Unterwegssein （GW3-186）と述べられていた。「芸術作品の根源」の一節。  

 

作製されたものの生起は、作品の中でたんに事後的にゆらめくのではなく、作品が作品として存

在し、作品をみずから投げ出し、たえずみずからの周りにしめすという生起性による。（GW5-53）  

 

作品が生起であるという発想は、ツェランがハイデガーから学び取ったものに違いある

まい18。現実は所与のものではなく、ことばによってその度ごとに投企される 19。 

 
17 „Dichtung –das ist das schicksalhaft Einmalige der Sprache. (---)“ („Antwort auf eine Umfrage der Librairie 

Flinker“, Paris (1961) GW3-175) 詩作も翻訳も、一度きり現出する事態なのだ。また「子午線」と同時

期に書かれたハンス・ベンダー宛書簡にも、„Gedichte, das sind auch Geschenke –Geschenke an die 

Aufmerksamen. Schicksal mitführende Geschenke.“ とある。„Brief an Hans Bender“ Paris, den 18. Mai 1960. 

(GW3-177f.)  
18 „Freilich ist hier niemals die Sprache selbst, die Sprache schlechthin am Werk, sondern immer nur ein unter 

dem besonderen Neigungswinkel seiner Existenz sprechendes Ich, dem es um Kontur und Orientierung geht. 
Wirklichkeit nicht, wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein.“ (GW3-167f.) 

19 „Dichten als Geschehen. Geschehen=Wahrheit („Unverborgenheit“ erwirkte, erstrittene Unverborgenheit / 

Dichtung als Wagnis Schöpfung= Gewalt-tätigkeit (Heidegger)“ (B-A16-482) 1954 年 9 月とおぼしき書き込
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1954 年 11 月 18 日のツェランの覚え書きもわかりやすい例だろう。  

 

どのような詩も、一度きりで繰り返しのきかない要求のうちに必然的に立ち顕れる。どのような

詩の中でも、現実に対して一度きりのチャンスとして王手がかけられ、掌ほどの土地の上へと現

実が集められる。このような空間だけでなく、時間的にも苦境のさなか、詩のことば（繰りかえ

すが一にして全なることば、可能性であり同時に疑義を附すことば）で、勝つチャンスが与えら

れるのだ。（B-A16-489）  

 

ユダヤ人として受けた苦痛が、一回的で単独のものであるにもかかわらず、ことばによ

って「時間」を越え、普遍化された苦痛へ定着されかねないジレンマも、ツェランが生起

ということばを使った理由だろう（それゆえツェランは「子午線」の中でゴットフリート・

ベンの唱える「絶対詩」を激しく拒絶している）。 

Die Sprache spricht と述べるハイデガーと、das Gedicht spricht（GW3-196）というツェラン。

Dichtung は、他者 Gegenüber, Du との出会いを求める途上にあり20、対話的 dialogisch, Gespräch

であることは「子午線」を読む中で、確認してきた。その際詩人は脱自的であり自由であ

る、と考えるツェラン21。これはハイデガーが『存在と時間』で述べた Ruf とは異質な見方

である。（ちなみに藏書の書き込みを見れば、ツェランが読んだ形跡が残っているのは、『存

在と時間』第二部のうち、§47~53 および、第二章 §57. Das Gewissen als Ruf  der Sorge, §58. 

Anrufvestehen und Schuld だけである22。） 

ハイデガーとツェランの詩学上の大きな隔たりにもかかわらず、通底していたものとは

何か。出自も歩んだ人生も異なる詩人と哲学者は、詩学においてある線においては明確に

対決しながら、なおなぜ惹かれあったのか。理屈を語るより、ツェランの詩を読んでみよ

う23。「闇」、「讃歌」の二篇とも、今日みてきた詩論形成の時期に書かれたツェランの代表

作である。 

 

  

 
み。「子午線」草稿ノートの中にも参照。Vgl. „Das Gedicht wartet (=steht offen) auf sein abwesendes –

kommendes und damit künftiges –Du.“ (B-A16-242) 
20 Das Gedicht ist, fürchte ich, die Phase totaler Du-Finsternis getreten: es spricht in fremdester Sache. (B-A16-

250) フロイトの関連では B-A16-233 参照。„Das Gedicht als Vor-Kommnis. / „Die Schrift ist ursprüngl[sic]. 

die Sprache des Abwesenden“ = im Gedicht wird ein abwesendes nahe, tritt es an dich (einen noch 
Abwesenderen) heran.“ 

21 „Es gibt (---) Ekstasen. Weltgewinn, Wirklichkeitsgewinn, und damit meine ich nicht etwa ein Resultat, sondern 
eine Richtung –das bedeutet im Gedicht gleich-zeitig auch dies: Hinaustreten aus der Kontingenz.“ (Th.A. 126) 

あるいは „das Gedicht als Ekstase> Weltgewinn als Weltverlust; Entwerden“ （1960 年 5 月 18 日）(Th.A. 

130)  
22 ハイデガーとツェランにおける「呼びかけ」の違いを橋渡しするために、ブルトマンの神学を参

照したことがある。拙論「直説法と命令法の弁証法  ―パウル・ツェランの詩学とルドルフ・ブル

トマンの神学」（希土同人社『希土』第 40 号、pp. 169-182. 2015）参照。 
23 二つの詩の詳細な解釈は、平野嘉彦『ツェラーンもしくは狂気のフローラ』（未來社、2002）、

相原勝『ツェランの詩を読みほどく』（みすず書房、2014）を参照。  
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3. ツェラン「闇」、「讃歌」 

 

Tenebrae 

 

Nah sind wir, Herr, 

nahe und greifbar. 

 

Gegriffen schon, Herr,  

ineinander verkrallt, als wär 

der Leib eines jeden von uns 

dein Leib, Herr. 

 

Bete, Herr, 

bete zu uns, 

wir sind nah. 

 

 

Windschief  gingen wir hin, 

gingen wir hin, uns bücken 

nach Mulde und Maar. 

 

Zur Tränke gingen wir, Herr. 

 

Es war Blut, es war, 

was du vergossen, Herr. 

 

Es glänzte.  

Es warf  uns dein Bild in die Augen, Herr. 

Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. 

Wir haben getrunken, Herr. 

Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.  

 

Bete, Herr. 

Wir sind nah. （GW1-163） 

 

闇 

 

近くにいます わたしたちは 主よ 



無からの詩学（國重裕） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.14 2020 

71 
 

近くにいて 摑むことができるほどです。  

 

摑まれています もう 主よ、 

たがいに爪を立てて摑まれています まるで  

わたしたち 一人ひとりの肉体が  

あなたの肉体であるかのように 主よ 

 

祈りなさい 主よ  

祈りなさい わたしたちに  

わたしたちは近くにいます  

 

風に身を捩り わたしたちは行きました  

わたしたちは行きました 窪地や火口の水たまりに  

身を屈めるために  

 

家畜の水飲み場に行きました 主よ 

 

血がありました それは 

あなたが流したものでした 主よ 

それは輝いていました。  

 

それはわたしたちの眼のなかに  

あなたの像を投げ入れました 主よ 

眼と口が大きく開いてうつろなままです 主よ 

わたしたちは飲みました 主よ 

その血とその血のなかにあった像を 主よ 

祈りなさい 主よ  

わたしたちは近くにいます 

 

神、主イエス、人間。ツェランの詩「闇」はこの三者の関係をうたったものである。詩

のなかで、「神にして人間」という形姿の象徴としてイエス=キリスト、さらに詩人が喚び

出される。詩のタイトル「闇 Tenebrae」は、イエスが磔刑に処せられたとき、日蝕が起こ

り、地上は闇に閉ざされた故事にちなむ。  

ツェランのこの詩では、みずからを主イエスに重ねあわせる態度が看てとれる。神のこ

とばを人間に伝えうる特権的存在であると同時に、神へと応答する生身の人間でもある詩

人。しかしこの詩で、神と相対しているのは「わたしたち」であり、救済を願ってわたし

たちが主に祈るのではなく、主に対し「祈りなさい」と命令する。  

この詩に描かれているのは強制収容所の光景であろう。わたしたちは磔刑に処せられた
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イエスさながら血を流している。「眼と口が大きく開いてうつろなまま」であるということ

は、虐殺された死者であるとも考えられる。  

神が姿を隠している時代、「神の蝕 Gottesfinternis」には、詩人がイエスのように人間の

罪を担う役割も果たすべきだとツェランが考えていた可能性もあるだろう。ここでの「わ

たし」（この作品では「わたしたち」だが）が、ツェランの詩人像を体現しているといえる

のではないか。この論難の場で、一瞬出現して消えていく「現実」。「時間」を越えた「普

遍」へと定着されることをツェランが拒否していたことは先に触れた通りである。このよ

うな詩作を、entbergend Verbergen（GA54-89）しつつ、自己覆藏をまもる身振りと解釈する

ことは、ハイデガーの哲学からすれば行き過ぎだろうか。この詩に描かれた光景は、鑑賞

の対象としての「事物」であってはならない。たえず生成する「現実」であり「時間」た

るべきなのだ。  

つづいて「讃歌」を読もう。  

 

Psalm 

 

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, 

niemand bespricht unseren Staub. 

Niemand. 

 

Gelobt seist du, Niemand.  

Dir zulieb wollen 

wir blühn. 

Dir 

entgegen. 

 

Ein Nichts 

waren wir, sind wir, werden 

wir bleiben, blühend: 

die Nichts-, die 

Niemandsrose. 

 

Mit 

dem Griffel seelenhell, 

dem Staubfaden himmelswüst, 

der Krone rot 

vom Purpurwort, das wir sangen 

über, o über 

dem Dorn. （GW1, 225） 
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讃歌 

 

だれもわたしたちをふたたび土と粘土から捏ねあげてくれはしない。 

だれもわたしたちの塵に祓いを吹きかけてくれはしない、 

だれも。 

 

讃えよう、だれでもないあなたを! 

あなたのために、 

わたしたちは花咲こう。 

あなたに 

逆らうことになっても。 

 

わたしたちはひとつの無 

だった。いまも、これからも 

永遠にそうだろう、花咲きながら。 

無の、 

だれでもない者の薔薇として 

 

 

あかるい魂の雄蕊とともに、 

天の荒野の雌蕊、 

紫のことばの 

紅い花冠とともに。 

棘の、ああ、棘のうえで 

わたしたちが褒め讃えて歌ったことばの 

 

ツェランの「讃歌」も、両義的であり、逆説的ですらある。第一連は、「讃歌 Psalm」と

題されているにもかかわらず、「闇」同様、神を難じているようにみえる。この世で起きた

ユダヤ人虐殺を神が黙視したことへの怒りが背景にあろうことは推測できる。にもかかわ

らず、第二連では一転して、「讃えよう」と、文字通り「讃歌」へと調子が変わるのである。

それだけではない。つとに指摘されてきたように、ドイツ語の niemand という語はもとも

とは「だれも〜ない」という否定辞の代名詞である。しかしこの詩で「niemand」は、「だ

れでもない者」と、あたかも実在の存在であるかのようにも読めるのである。もしそう理

解するなら、「だれでもない者」という得体のしれない対象であれ、詩の最初から一貫して

頼るべき「だれか」は存在していることになる。それならば、第一連と第二連の間の突然

の転調は理解できる。  

けれども第一連では小文字で登場してきた niemand が、第二連になって Niemand と大文



無からの詩学（國重裕） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.14 2020 

74 
 

字の存在へと変わるのはなぜか。そもそも「だれでもない者」とは何者なのか。不可知の

神なのか。「だれでもない」以上やはり虚像にすぎないのか。全能の神を前にして、人間は

盲目的に神を讃えるしかないのか。 

第四連の「紅い花冠」「棘」は、磔刑に処せられる救世主イエスを連想させる語彙だ。ひ

とびとを救済するためのイエスの受難（紫はイエスが着せられたマントの色）、つまり受苦

と救済を同時に喚起する。具体的なものと抽象的なものを属格によって接合したり、火と

雪、重さと軽さといった対蹠的なものを併置するなど撞着語法 Oxymoron を多用すること

で（初期の傑作「死のフーガ」の詩句「黒い牛乳」に端的な例である）、ツェランは生と死

者といった対極的な領域にひろがる絶対的な断絶と、その深淵に架橋を試みる営為の難し

さと矛盾を表現してきた。  

「だれでもない者の薔薇」で苦難を背負っているのは、「闇」と同様、イエスではなく「わ

たしたち」である。この「わたしたち」は平野嘉彦が指摘するとおり、灰になってしまっ

た「死者たち」だろう24。ツェランの「讃歌」は、神による救済はいまだ訪れず、むしろ不

当な暴力にさらされた「わたしたち」を放置する神をなじる内容の作品だともいえる。神

に抗議しながら、神を讃美する。しかも、この詩における神は、万物の創造主たる神では

もはやなく、わたしたちを捏ね上げることすらできない「だれでもない者」でしかない。 

また第二連、「讃えよう、だれでもないあなたを」という表明は、話者と切り離されてい

た「過去」が、話者に身近な「現在」に変容する瞬間でもある。主語や述語を欠いた宙づ

りの文の第四連全体は、第三連の「だれでもない者の薔薇」を修飾している。そしてこの

「だれでもない者の薔薇」は、「無」であるところの「わたしたち」を指す。waren wir、 sind 

wir、 werden wir bleiben、 blühend は、連辞動詞 sein の過去形、現在形、未来形の併置で、

かつ「blühend 花咲きながら」は現在分詞だ。つまりこの詩は、「もはやない」と「いまだ

ない」の「間」の時間、過去から未来を横断する「場 U-Topie」を表現しているといえる。

だから、神により「わたしたち」に救済の時空が顕現することを待望している。この開か

れの「場」と、ハイデガーが「芸術作品の根源」で述べる芸術観は先にみた通り近しい。  

神は人間にとって語りうる対象である必要はない。神は人間の願望の投影ではない。そ

もそも有限な人間に無限な神を感知するすべはない。それゆえ不可知な「汝」は「だれで

もない者」と呼びかけられなければならなかったのだ。  

姿を見せる／隠す神。人間でありキリストである「詩人」。その呼びかけのうちに開示さ

れる詩 Dichtung という「場」。これらの詩に、ツェランなりに血肉化したハイデガーの哲

学の、詩作の実践例を看て取ることはできないだろうか。ツェランの詩の両義性、双方向

性に、ハイデガーがいう真理への見立てを読み取ることは、強引すぎるだろうか。ふたた

び「芸術作品の根源」から引用する。  

 

真理としての非覆藏性がいまだないところからこちらへ現われた領域が、同時に二重の守り手で

 
24 平野嘉彦『ツェラーンもしくは狂気のフローラ』参照。本章のツェランの詩の解釈については、

拙著『ことばの水底へ』と重複している箇所がある。また拙著では、ブルトマンらドイツの危機神

学との関連でツェランの詩学を論じている。  
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ある別の「非」として存するかぎり、真理は非真理である。真理はこのようなものとして開示の

相手として、そして二重の覆藏として存する。（GA5-48） 

 

 

おわりに ハイデガーとツェランに通底する倫理性と政治性 

 

ハイデガーもツェランも、神や理性による意味付けが喪失した近代社会に対し、形而上

学的な意味を与えることを拒んだ。深淵を前にして、そして無に対して、「ことば」によっ

て根拠づけすることを拒んだ。  

ツェランの詩は、生前から難解だとの誹りを受けてきた。このことは彼自身「子午線」

の中で触れている。けれども、現実をことばによって表象することの不可能性を体現する

ために、奇をてらって難解な詩を書こうとしていたわけでもなければ、余人には近寄りが

たい純粋言語空間の世界でしか、筆舌に尽くしがたい体験を表象できないと考えていたわ

けでもなかった。ところが、アウシュヴィッツ以後の西ドイツでは、ツェランの詩は、グ

スタフ・ルネ=ホッケ、フーゴー・フリードリヒをはじめ、研究者によって「秘教的詩人」

として、ノヴァーリスと並び評されていた。これに対し、ツェランは繰り返し反撥してい

る。アデナウアー政権下の西ドイツの文壇は、ナチス以後の「学問の非政治化」のポーズ

をとっていた。そのアリバイに組み込まれることをツェランは拒否したのだ。  

「闇」「讃歌」に共通するとおり、ツェランの作品は人間の受難 Passion をテーマにした

ものが多い。受難劇では、キリストの苦難を演者たちが追体験する。darstellen しながら sich 

vorstellen する道行きをツェランの詩が描いているとするならば、先ほどみた詩「闇」にキ

リストの Passion を重ねるガーダマーの解釈は的外れではない25。死者、犠牲者をことばに

よって一瞬顕現させる「場」として詩を捉えるツェランと、芸術作品を「開藏しつつ覆藏

する」としたハイデガーとの距離はそれほど隔たってはいまい。 

「詩人は何のために」においてハイデガーは神なき時代の詩人像を剔抉したが、ツェラ

ンの詩では、詩人すなわち人間の力が信じられることはない。むしろ神を前にした無力が

強調される。そして歴史の惨禍を前にうなだれるしかない無力。その意味でも、サルトル

の主導する実存主義が内包するユマニスムのように「人間」であることに積極的な意味と

力を見出すことは、ツェランにはできなかっただろう。  

サルトルの唱える「参加 engagement」を補助線にひくと、もう一つのハイデガーとの共

通項がみえてくる。歴史に対して、人間が能動的・主体的にふるまえると考える思想への

嫌悪感だ。ハイデガーにしても、本論で見たとおり詩人に神なき時代に特別な役割を期待

しているものの、ヘルダーリンの亡きあと、リルケにせよゲオルゲにせよトラークルにせ

よ、ハイデガーがいう「詩人」が実際に存在しているとは考えていなかっただろう 26。その

背景には、第一次世界大戦の体験や、帰還兵として経験した戦後社会への違和感があった

 
25 Vgl. Gadamer: Sinn und Sinnverhüllung bei Paul Celan, in Gadamer, S.121. 
26 ハイデガーがツェランをどう読んだかは、きわめて資料が乏しいため確たることは言えない。Vgl. 

Di Cesare, Donatella: Übersetzen aus dem Schweigen. Celan für Heidegger. in: Heidegger und die Literatur. 
herg. von Figal, Günter und Rauff, Ulrich, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2012, S.17-34.  
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のかもしれない。ハイデガーが、サルトルの実存主義とみずからの哲学を峻別しようとし

たことは「ユマニスムとは何か」の中に端的にあらわれている。  

ルネサンス以降、人間は神（宗教）といった超越的存在なしに、生きる「根拠 Grund」

を捏造しなければならなくなった。啓蒙主義の時代から哲学はその任の一翼を担ってきた。

この人工的な künstlich 理念を実体的なものへと転換する所業に加担することを、無骨にし

かし頑に拒みつづけたことに、ユダヤ人詩人ツェランとドイツ人哲学者ハイデガーの倫理

性と政治性（後者については 1930 年代半ば以降、というべきだが）の共通性を認められる。 

二人の思惟は、違う道を進みながら、最終的に立ちいたった境地は似通っていた。この

ことを両者が自覚していたのか否かは、定かではない。芸術作品をことばからなる事物と

してではなく、存在の真理が開かれる束の間の「場」と捉えていた詩人ツェランと哲学者

ハイデガーを結びつけたのは、「無」を前にしたときの、ユマニスムへの懐疑だった。人間

の倨傲から距離を取ろうとする政治性、倫理性のゆえに、二人とも「学問の非政治化」「ニ

ヒリズム」も、「政治参加」からも距離を取る立場にいたったのではないだろうか。 
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「思考」と「始まり」 

―アーレントによるハイデガーの批判的継承についての一考察― 

小石川 和永（筑波大学）  

“Thinking” and “Beginning” 

― A Study of  Arendt’s Critical Succession of  Heidegger 

Kazue KOISHIKAWA 

The last work of  Hannah Arendt, The Life of  the Mind (1977) has 

been long neglected by those who study her political philosophy especially 

when it comes to her argument on thinking in the first volume, for it seems 

nothing to do with her theory of  “action” from her earlier works. It is my 

contention to demonstrate otherwise.  The purpose of  the paper is to 

demonstrate that what Arendt is aiming at the work is to confront with 

Heidegger’s fundamental ontology particularly his account to the self, 

which is found in his reading of  Kant in Kant and the Problem of  Metaphysics 

(1929).  Through a series of  close textual analyses, the paper suggests the 

parallelisms between Heidegger and Arendt with respect to their reading 

of  Kant’s transcendental imagination, and how the difference between the 

two are reflected on the account of  the self  respectively.  By doing so, the  

paper exhibits not only there are theoretical continuity from Arendt ’s 

theory of  action and that of  thinking but also shows the linkage between 

“thinking” and “judgment” in Lectures on Kant’s Political Philosophy (1982).  

In short, the paper points out that Arendt’s political philosophy should be 

understood as a phenomenological deconstruction of  her own.    

keywords: Arendt, Heidegger, imagination, thinking, judgment  

キーワード：アーレント、ハイデガー、構想力、思考、判断力  
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はじめに 

本研究は、ハンナ・アーレント最晩年の思索の営みである『精神の生活』（思考）（1977） 

が『カントと形而上学の問題』（1929） を中心としたハイデガー批判であること、さらに

『カント政治哲学の講義』（1982） は、そうした批判を踏まえた上でのアーレントによる

ハイデガーへの応答であることを示すものである。1 より具体的には、アーレントの実存

理解の背後にハイデガーによるカントの超越論的構想力解釈についての批判的継承が横た

わることを描出することで、そこにアーレント独自の実存理解の理論的枠組みが提出され

ていることを論証する。2 

I. 「凡庸な悪」と「思考」への問い  

アーレントが LM I で思考について改めて思索を廻らせるに到った直接の理由は、彼女

がアイヒマンに見いだした「凡庸な悪」だった。3 アイヒマンの悪を「凡庸」と呼ぶこと

でアーレントは大きな非難の渦に投げ込まれたが、彼女はそこに、これまで（西洋の）哲

学や神学で考えられてきた「悪」とは全く異なる「悪」を見た。シェイクスピアが描いた

リチャード三世やイアーゴ、或いは旧約聖書のカインとは異なり、アイヒマンには「悪を

為そう」という明確な意図はなく、また自らが「悪を為した」という認識や反省もなかっ

た。端的に言えば、彼は自らの行為に対して全く責任を感じていなかったのであり、彼に

は「思考」が欠如していた。すなわち、「無思考性」こそが「凡庸な悪」の顕著な特徴だっ

たのである。アーレントは問う、「善と悪の問題、間違ったことと正しいこととを区別する

私たちの能力とは、私たちの思考する能力と繋がっているのかもしれない」、と。 4  

 
1 Hannah Arendt, The Life of the Mind, ed. Mary McCarthy, One-volume edition (San Diego: 

Harcourt Brace Jovanovich, Publisher, 1977). 以下、LM I。同、Lectures on Kant’s Political 

Philosophy, ed. Ronald Beiner, (The University of Chicago Press, 1982). 以下、LKPP。LM I に

ついては英語原典から、私訳を引用文に当てる。LKPP の引用については、『カント

政治哲学の講義』、浜田義文監訳、法政大学出版局、1987 を用い、英語原典の頁の後

ろに括弧書きで同訳書の頁を示す。  
2 こうした主題に対し、二つの疑問が直ちに挙げられると予想する。すなわち、1） 活動的生 （vita 

activa） と観想的生 （vita contemplativa） との関連、および、その連続性の有無について。2） そも

そも、何故、ハイデガーが批判の対象なのか？ という問いである。1） については LKPP の編者

であり、同書に自身の解釈試論を含めたロナルド・ベイナーの見解がその非連続性を指摘した代表

的なものとして挙げられよう。すなわち、ベイナーは、アーレントには二つの判断力理解（行為者

の判断力と注視者のそれ）があるとした上で、LKPP でのアーレントは行為論から撤退したと述べ

ている。「アーレントはこの［二つの判断力の着想のうちの］緊張を廃棄し、後者の判断力の着想

を全面的に選択することによって、最終的な解決をなし遂げる。しかしそれは、判断力の修正され

た概念のうちで、活動的生活への一切の関わりを閉め出すという犠牲を払って得られた、無理な整

合性である。―精神的活動と世間的な活動との間の固定的な分離に固執することによって、アー

レントは活動的生活の世界から判断作用を追放せざるを得なかった―。」LKPP. P. 140.（210）本

研究はベイナーの立場とは異なり、アーレントの構想力解釈を軸にむしろ積極的に二つの生の連続

性を示すことを目的とする。  
3 Arendt. LM I. P.3. 
4 Ibid. P.5. 
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「凡庸な悪」の特徴とは、「悪を為そうとする動機（意志）の不在」と「悪を為したとい

う自覚の不在」（良心の呵責・責任感をもたらす反省の不在）であることに注目したい。「動

機」とは「未だない」物事への意図であり、「良心の呵責や責任感」とは、「既に起きた」

ことについての反省である。両者はそれぞれ未来  （not yet） と過去 （no more） という

時制に読み替えることが出来る。つまり、「無思考性」が時制の不在を意味するのならば、

「思考」とは「過去」と「未来」との間に横たわると指摘出来る。「凡庸な悪」の「無思考

性」を端緒に「思考」について改めて思索を巡らせる、というアーレントの「思考」の営

みは、過去と未来との間に存在する存在者（実存） についての考察だと言い換えることが

出来る。その意味において、「凡庸な悪」という「無思考性」とは、存在の忘却を指すとも

言えるだろうし、アーレントが問題としているのが単に「思考」についてだけに限定され

たものではなく、むしろ実存を基底に据えた「存在」と「思考」との関係についての問い

であると提示しうる。私たちは既にここにハイデガーの基礎存在論と類似した、哲学的議

論が示されていることに気づく。すなわち、ハイデガーがそうであるように、存在につい

ての問いは、翻って有限な存在者と自覚する実存の生の、その存在様態への問いとして、

問いを発する者に戻ってくるのである。しかし、以下で論じるように、両者の類似性は極

めて接近したものに見えながらも、本質的には平行線を描く。  

アーレントが「形而上学的誤謬」と呼ぶ問題は、LM I がハイデガーの基礎存在論と並行

する思索をその射程に置いていることを示唆する。5 この誤謬とは、カントが発見した「理

性のスキャンダル」を受容したドイツ観念論者たちによる「思考」についての考察―す

なわち、「真理［認識］のモデルに基づいて意味［思考］を解釈した」ことを指す。6 明ら

かにハイデガーはそのような誤謬を犯した哲学者だと名指しされる。7 下の引用文は、そ

の理由を考える上で示唆に富む。  

カントもその後継者たちも思考がある種の活動であることに注意を払わず、ましてや［それが］

思惟する自我［コギト］の経験であることを顧みなかった理由は、そうした区分にもかかわらず、

彼等が認識の基準と結果である確実性と証拠とを［思考を測る］基準に適用し、［認識と同じよう

な］結果を［思考に］要求したからである。8 

そもそもカントの立てた理性と認識との区分はそれぞれの対象自体を分けることを意

味していたはずであったが、カントの後継者たちは認識のモデルで思考を解釈し、尚かつ、

その結果について、認識に固有な明証性が、あたかも思考にも認めうるかのように主張し

 
5 Ibid. P. 15. 
6 Ibid. Pp. 14-15. アーレントは「理性のスキャンダル」の起源をカントによる理性（Vernunft） と悟

性 （Verstand） との区分に見る。カント自身は、この区分によって「信仰に余地を与えた」と考え

たが、アーレントに言わせれば、それは「認識から思考を切り離すこと」を意味したのであり、信

仰にではなく、「思考に余地」を与える帰結をもたらした。  
7 「「これについて最近の、そしてある意味において最も衝撃的な実例が〈存在の意味についての問

いを一新すること〉を掲げることによって始められた、ハイデガーの『存在と時間』においておき

た。」Ibid. P. 15 
8 Ibid. 
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た点に、アーレントは彼等の犯した誤謬を見る。上の引用文の「自我」をハイデガーの「自

己」に置きかえると、アーレントが敢えてハイデガーの名を挙げた、その意図がはっきり

としてくる。  

ハイデガーは「存在の意味」と「存在の真理」とは同じであると主張するが、それは「思

考」活動を以て、有限な存在者（実存）の存在の意味についての問いを基礎付けるからで

ある。しかし、有限な存在者の思考活動から存在の意味を問うことが存在の「真理」を明

らかにするのであれば、その際の「思考者」とは「誰」なのか？ ハイデガーの言う「自

己」とは、思惟する「自我」ではないのか？ 「凡庸な悪」の問題を考える際に、ハイデ

ガーの提出する「自己」と「思考」との関係に問題はないのか？ しかし、一度でも同書

を手に取った者ならば、こうした問題意識が、実際にそこでどのように展開されているの

か、困惑することだろう。何故ならば、アーレントは自身の手法について、最終節に辿り

着くまで明かさないからだ。9 Jacques Taminiaux （1928-2019） が指摘しているように、ア

ーレントはハイデガーから現象学的解体の手法を継承した。しかし、その解体のプロセス

とそれが明らかにするものとは、アーレント独自のものである。次節では、LM I において

アーレントがこうした手法を用いて、ハイデガーの基礎存在論を如何に批判し、何を解体

しようとしているのかを、ハイデガーのカント解釈を参照にしつつ跡づける。 10 

II. 「現れの志向性」と「思考」：アーレントのハイデガー批判 

さて、アーレントの（隠された？） 意図は、同書第 1 章が「現れ」（Appearance）―す

なわち、認識の考察に当てられていることに、まず仄めかされる。アーレントの提出する

「認識」とは、端的に言って間主観性に担保されるものである。世界のリアリティは、間

主観的な認識から成っている。それは、誰一人として同じ人間はいないこと、一人一人の

人間が世界の中で独自の場所を占め、そこから世界を見ていることに由来する。11 注意す

 
9 アーレントは本論最終節、同書 20 節のそれも終わり近くに自身がこの著作で行ったことが「形而

上学の誤謬」を扱うことによって、自分もまた「形而上学の解体」を行った人々に名を連ねた、と

いった種明かしをしている。Ibid. Pp. 211-212. 
10 “Arendt certainly owes to the early teaching of Heidegger a peculiar phenomenological method.  It combines 

a historical genealogy of many philosophical notions and a description of their relevance to specific experiences.  
This method aims at dismantling, or deconstructing, many theses or conceptual structures that belong to the 
legacy of the history of philosophy and that are often taken for granted because no attention is paid to the 
specific phenomena to which they correspond.  Such a deconstruction, therefore, has two sides: on the one 
hand, it includes a criticism of many fallacious generalizations or amalgamations; on the other hand, it requires 
the introduction of many phenomenological distinctions covered over by those fallacies.”  Jacques Taminiaux, 
The Thracian Maid and the Professional Thinker: Arendt and Heidegger, tr. Michael Gendre (Albany: State University 
of New York Press, 1997). P. 199. 

11 しかも、『人間の条件』の中で示されているように、その人が「誰か」（Who） ということは、

記述不能（「何」（What） に還元不能）である。アーレントにおいて「誰」とは、あくまでも人

びととの言葉（言論）と行為から暴露されるものであり、決して、まず初めに主体ありきから理解

されるデカルト的個ではない。さらに言えば、世界の中に固有の場所を占めるユニークな人物の場

所とは、物理的な位置だけではなく、教育度や属する所得層、ジェンダー、生育環境、生きる時代

等々、単一や個別の指標に還元できない、まさに「その人」の生のありようを反映した場所と理解

すべきである。Hannah Arendt, The Human Condition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1958). 以

下、HC. 
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べきは、アーレントが世界のリアリティと言う場合、単に個物や自然が、間主観的に認識

されることを意味しない点だ。そうではなく、我々が生きて・在る世界の「リアリティ」

は、私たちの「間」で交わされる「行為」や「言論」より立ち現れてきた事柄をも含む。

それは、人びとの「間」に立ち現れてきた共有される歴史的所産である。 12  

我々の主題との関連で特に留意したいことは、アーレントがこうした「現れ」を LM I の

第 1 章 7 節の中で「志向性」の観点から論じている事実である。「志向性」において客観性  

（objectivity） は主観性に組み込まれていることを指摘した上で、アーレントは、触知でき

ない、人びとの「間」で起きる「出来事」（事実）/ 世界のリアリティを、「現れの志向性」  

（the intentionality of  appearances） の観点から議論し、「私たちが認識したモノが認識作用

から独立して存在している、という私たちの確かさ［の感覚］（our certainty） は、複数の

他者にも同様に現れ、そうした他者たちによって承認されていることに完全に負っている」

との考えを呈示する。13 アーレントにおいて「他者の承認」は、我々自身が「現れている」、

すなわち、「存在している」ことを確証する基盤なのである。故に、アーレントは有限であ

る我々が生きるこの世界において「存在と現れは一致する」と主張するのである。14 現れ

る者は、同時に、その現れを見･聞く者たち（注視者たち）を持ち、同時に、そうした注視

たちもまた現れる者たちであるという意味で、アーレントは現れの認識を「間主観的」な

「志向性」として提出するのだ。  

現れの「確かさ」を「現れの志向性」という概念を根拠に説明することで、アーレント

は、現れとそのリアリティを構成する「志向性」とは、現れとして世界の一部である我々

存在者の、その存在の地平であると提示していることが伺える。そこでは「志向性」を構

成する「志向」は他者に対して現れるという、「行為」（action） を指す。だからこそアー

レントは、「他者（たち）」と切り離して、「自己」（Self） や「意識」（consciousness） のみ

が「立証可能な知識の対象である」と考える唯我論を「哲学のもっとも致命的な誤謬であ

る」と断言するのであり、それはそのまま「形而上学的誤謬」の解体を経た「思考論」の

 
12 例えば「差別」の問題は、まず「差別されている・差別が行われている」と声を上げる者がおり、

彼・彼女「から」世界が「どのように見えるのか」が差別されて「いない･差別に気づいていなか

った」人びとに認識され、そうした差別の「ない」世界に変えようという認識が「共有」された時

に生まれるのである。換言すれば、「差別をすることは認められない」という世界は、所与のもの

では「なく」、また触知出来るようなモノでも「ない」。この点からも『人間の条件』と『精神の

生活』（や、後の論じる『カント政治哲学の講義』）が連続した思索の上に成立していることが理

解出来る。『カント政治哲学の講義』（1982）の編者であり、同書に「解釈的試論」を掲載したロ

ナルド・ベイナーが主張するような、晩年のアーレントは「判断力の能力について反省すればする

ほど、ますますそれを行為者（その活動は必然的に非孤独的である）に対立した、孤独な（だが公

共的精神を持つ）観想者の特権とみなす方へ傾いていった」、という理解は誤りである。LKPP. P. 

92.（138-139） 
13 曰く、「現れるもの（事）は、何であれ認識するモノを意図しており、あらゆる志向的作用の主

観性に内在する、潜在的な客体に劣らない程に、全ての客観性には潜在的に主体が内在する。」
Arendt. LM I. P. 46. 

14 Ibid. P. 19. “In this world which we enter, appearing from a nowhere, and from which we disappear into a 

nowhere, Being and Appearing coincide.”  この場合の「存在」（現れ）とは、単に「世界の内」にあるの

ではなく、世界を形成する「活動」という意味において「世界の一部」（“Being of the world”） な

のである。つまり、アーレントの提出する「実存」の存在の地平は、この  “of” に掛かっている。
Ibid. P. 20. 
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提出の一歩とみなすことが出来る。 15 実際に、同書第 3 章第 18 節での議論を分析するこ

とで、この点が確認出来る。  

同 18 節のタイトルである「一者の中の二者」とは、「思考」（反省）活動中に起こる、私

の分裂であり、「私」（I） と「私自身」（myself） との対話を指す。表立ったアーレントの

主要な関心は、そうした分裂の由来と「思考」がこの分裂を再統合する役割を果たすのか

を問うことにある。しかし注意深くその議論を読み解くとその根底にハイデガーのカント

解釈が横たわることが明らかになる。アーレントが問題としているのは『ソフィスト』の

次の一文についてのハイデガーの解釈である。「それぞれは［もう一方と］異なっている、

しかしそれ自身はそれ自身に対して同じである。」16 アーレントは「思考」（反省）におけ

る「私」と「私自身」との分裂が起きるのは「差異」（difference） が挿入されたからだと

分析するが、この「差異」はハイデガーが示すようなそれ自身の内で起こるある種の統合

的関係ではなく、［自己としての］統一ではない、と反駁する。17 アーレントは純粋な
．．．

思考

に自己の統一性を認めず、「差異」とは複数性の条件下での現れに支えられているのだとし

て、ハイデガーの見解を否定する。18 その根拠としてアーレントは、｢意識｣と｢思考｣が同

じものではない、ことを強調する。すなわち、「意識」は認識作用であり、｢志向的｣である

のに対し、｢思考｣とは弁証法的  （dialectic）な活動であり、何か「を」考えるのではなく、

何かに「ついて」（think about） 考えるからである。19 すなわち、18 節でのアーレントの

真の意図とは、｢志向性｣から構成される｢意識｣の作用を｢思考｣活動と同一視し、「思考の自

同性」の内に「差異」を見いだすハイデガーの姿勢に異議を唱えることにある。 20 

カント書においてハイデガーはカントが第一批判書で提出した認識論を、認識を可能と

する地平（意識）を形成する（認識）活動を「思考」活動と解釈し直すことで、存在論と

して提出する。ハイデガーはこの難問を第一批判書、第一版でのカントの構想力に依拠し

つつ、超越論的構想力を「生産的構想力」と解釈することで解決する。これにより感性は

「自発的受容性」という構想力の綜合の一様態として、また、悟性は「受容的自発性」と

 
15 Ibid. P. 46.  換言すれば、アーレントが解体しようとしているのは、他者（たち）との相互承認に

根差さない存在了解の地平を、「志向性」に求める哲学であることが示唆されている。  
16 “[E]ach one is different [from the other] , but itself for itself the same (hekaston heautô tauton).”  Ibid. P.183.  
17 アーレントが問題としているのは、ハイデガーの『同一性と差異』から引用した以下の一文であ

る。「同じであること（同一性）が意味するのは、〈と共に〉の関係性であり、それは、調停、結

合、統合である。すなわち、単一性への統一である。」 “Sameness implies the relation of ‘with,’ that is, 

a mediation, a connection, a synthesis: the unification into a unity.”  LM I. P. 184.  アーレントの批判の要

点は、あるモノが［存在する］文脈を構成する他のモノから切り離し、それ自身との関係のみを注

視してもそれは何の差異も、他者性も、また同様にそれではない何かとの関係性  （ its relation to 

something it is not） についてもつまびらかにはせず、それはそのリアリティを喪失する、というこ

とである。つまり、アーレントは思考（反省）における「私」と私自身とが再び一者として統合さ

れるのは、「思考」活動に没頭していた状態から、思考者が現実（現れ）の世界に呼び戻され、「思

考」を止めた時である、と主張する。Arendt. LM I. Pp. 184-185.  
18 後に本研究で論じるように、アーレントが否定するのはあくまでも、「純粋な」思考―すなわ

ち、ハイデガーの提出するものである。  
19 Ibid. P. 187. 
20 異なる表現をすれば、「思考」（活動）を介した存在論的な「差異」の究明を追求するハイデガ

ーの哲学的態度について、アイヒマンの「無思考性」を目の当たりにしたアーレントが、ハイデガ

ーとは異なる「思考」のあり方を模索していることを意味する。 
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してやはり構想力の綜合の別の様態とされる。21 直観と悟性とを「生産的構想力」の異な

る綜合の様態とすることで、ハイデガーは「ア・プリオリな綜合的判断」を時間の地平の

形成とすることが出来たのである。換言すれば、カントが直観と悟性との綜合を統覚の統

合に基づかせたことを受け、ハイデガーは認識活動を、経験の地平としての自己‐意識の

形成と解したのであり、そのような活動である自己‐意識を「自己の存在」（Being of  the 

Self） とする存在論的解釈として提出したのだ。22ここにおいて「生産的構想力」は感性と

悟性との共通の根とされ、理性の感性化が可能となったのである。そして図式論は、感性

（時間）化された概念と感性との綜合として実存の存在の地平を形成し、よって超越の地

平として「存在論的認識」を可能とするとされるのだ。23 そこでは「意識」は認識の地平

から、自己の存在 （Being of  the self） という存在様態としての「思考」へと読み替えら

れ、「意識」を形成する活動それ自体が「存在論的認識」として提示される。何故ならば、

この認識において、「存在」（Being） と「存在者」（being） との「存在論的差異」が明ら

かになるとハイデガーは考えるからである。 24  

上の点が我々にとって特に重要なのは、ハイデガーが悟性を「受容的自発性」とし、「純

粋悟性は統一の地平を〈自ら〉予め形成する作用である」とした点である。25 ここでの鍵

は「規則の能力」を「自ら‐予め形成する」こととし、この活動を「……に向かうこと」

という、「自己」形成の運動と捉えることである。 26  

この表象的に……に向こうことにおいて、「自己」は謂わば……に向かうことのうちへ取り出され

る。このように……に向かうことにおいて、乃至はそれによって「外化された」「自己」において、

必然的にこの「自己」の「自我」が顕わになる。－中略－「自我」は純粋な……に向かうにおい

て「同行する」。自我の自我たる所以がこの「私は思惟する」にのみ存する限り、純粋思惟の本質、

並びに自我の本質は「純粋自己意識」に存する。27 

しかしながら、自己‐意識の規則との関係は受け身ではない。何故ならば、規則はそれ

自身のうちに与えられているのであり、それ自身から企投されているからである。ハイデ

 
21 マルティン・ハイデッガー、『カントと形而上学の問題』木場深定訳、理想社、1967、Pp. 168-169。 
22 同上、第 24 節、Pp. 124-140。 
23 「それ故に超越的図式性は存在論的認識の内的可能性の根拠である。それは、純粋思惟において

表象されるものが必然的に時間の純粋形像において直観的に自らを示すという仕方で、純粋な対立

させることにおいて対立するものを形成する。時間は従って、アー・プリオーリーに与えるものと

して予め超越の地平に認知しうべき呈示という性格を賦与するものである。しかしそれだけではな

い。時間は唯一の純粋な普遍的形像として超越の地平に先行的な包囲性を与える。この一にして純

粋な存在論的地平こそは、その内部において与えられた存在者がその都度この、またはあの特殊的

な開放された、しかも存在的な地平を有しうることに対する可能性の制約である。しかし時間は超

越に先行的･合一的な纏まりを与えるだけではない。純粋に自らを与えるものそのものとして、時

間は端的に一般に制止といったようなものを呈示する。時間は、超越しつつ……に向かうことの有

限性に属する対象性の抵抗を有限存在者にとって認知しうべきものとするのである。」同上、p. 123. 
24「存在論的認識は超越を〈形成する〉が、この形成は存在者の存在が予め看取しうるようになる地

平を開顕することにほかならない。」同上、P. 139。 
25 同上、第 29 節、P. 165。 
26 同上。 
27 同上。  
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ガーが提示しているのは、「自我」と「私は思惟する」こととが「同一性」を形成し、この

「同一性」が自己‐意識形成の根拠となっている、ということである。すなわち、ハイデ

ガーが「自己」を純粋な思考活動それ自体だと主張する際、「自己」の「同一性」とは両者

の自同的関係に担保されているのだ。28ハイデガーにおいて「存在への問い」とは「自己に

ついての問い」と表裏を成しているのであり、存在論的認識は自己知であることが理解出

来る。存在と「思考」とは循環的関係性にあるのだ。カント書においては、こうした関係

性は「生産的構想力」解釈に基礎付けられる。  

だが、LM I 第 4 章 20 節の議論を通して、アーレントはこうしたハイデガーの基礎存在

論に反駁する。ハイデガーが存在の（そして同時に自己の）地平とするものは、この現れ

の世界に生きる実存の生（時間）ではないことを、思惟する「自我」の存在する場所が厳

密に言えばそもそも場所（物理的空間）ではなく、無時間の nunc stans （永遠の現在）であ

る、とアーレントは指摘する。アーレントはカフカの箴言を用いて、これを論じてみせる。 

29 

カフカの箴言とは、二つの敵に挟まれた「彼」を描いたものである。30 背後からは「過去」

が、そして前からは「未来」が「彼」に向かってやってくる。「彼」の夢は、或る漆黒の闇

に塗り込められた夜に、これら二つの敵を出し抜き、戦線を「飛び出し」て、二つの敵同

士が闘う様を眺めることが出来る「審判」の位置に就くことである。31 アーレントはこれ

を「思惟する自我」の時間経験に由来する願望であると言う。 32  

「思惟する自我」が「過去」と「未来」とに挟まれる経験をするのは、「思考」がその本

質として「もはやない」（no more） と、「未だない」（not yet） とを現前させるからだ。「反

省」はこうした「不在」を心に現前させる。33 「思考」の対象は認識の対象と異なり、思

考によって変容されたもの―より厳密に言えば構想力によって脱‐感覚化 （de-sensing）

された―かつて「本質」（essence） と呼ばれた概念（思考の産物）である。34 LM I 20 節

でアーレントがその議論の根底で指摘しようとしているのは、次の点である。すなわち、

カントの超越論的構想力を「生産的構想力」と解釈することによってハイデガーは（先に

見たように）理性を感性化しただけではない。彼は直観をも理性化した。何故ならば、存

 
28 すなわち、「自我」と「私は思惟する」との意。  
29 同節でアーレントはカフカの箴言だけではなく、『ツァラトゥストラはかく語りき』を引き、さ

らにハイデガーのその解釈も紹介している。こうした事実は、同節での批判の対象がハイデガーの

基礎存在論であることの傍証である、と筆者自身は考える。何故ならば、ニーチェからの引用文と

それについてのハイデガーの解釈自体は、同節に新しい議論を与えていないからである。ただ、同

節の批判の対象が（実は）ハイデガーである、と読者に仄めかす以外は……。  
30 カフカの箴言の主人公が、ただの「彼」という代名詞で表されている点は、自我は自己と同じで

はなく、自我に人生の物語はない、とするアーレントの議論をよく反映している。Arendt. LM I. P. 

43 を参照のこと。  
31 Arendt. LM I. P. 207. 
32 但し、アーレントはこの「彼」である「思惟する自我」の経験としつつも、それがこの地上に生

まれ、その死までを地上で生きる人間「の」と断ることを忘れない。それが意味するところは、「思

考」も「思惟する自我」もあくまでもこの世界に属すのであり、「思考」が恒常的な活動ではなく、

あくまでも一時的な世界からの「引き籠もり」だということである。「思考活動」を一時的な世界

からの引き籠もりと取るか、人間の本来的な活動（存在）様態である（ハイデガー）と取るかの違

いがここに読み取れるのである。  
33 Arendt. LM I. P. 203. 
34 Ibid. アーレントは同書の複数の箇所において同様の指摘をしている。第 2 章 10 節、Pp. 85-87、第

4 章 18 節、Pp. 184-185、第 4 章 19 節、P. 199. 
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在の地平（自己の存在であり、時間）の形成に関わるのは、自我の存在  （existence）の確

実性を捉える「思惟直観」だからである。 35 ハイデガーがカント書 29 節（或いは 19 節か

ら 23 節での図式論の存在論的解釈の中）で述べているように、現存在の存在の地平（意識  

/自己）を形成しているのは、アーレントの視点から見れば「思考」の「始まり」としての

「自我」の確実性なのだ。36 

ハイデガーが「存在の地平」と呼ぶものは、アーレントからすれば「時間」ではなく、

「思考」活動によって現前させられた「不在」が生み出す「時間の狭間」（the time gap）、

或いは、「永遠の現在」（nunc stans） である。37 勿論、アーレントのこうした議論に対して

ハイデガー研究者たちから異論は出よう。しかし、我々は本研究の冒頭を思い出さねばな

らない。アーレントが LM I で問題としているのは、「無思考性」（凡庸な悪）と「思考」

との関連であり、この世界の一部  （Being of  the world）、すなわち、「複数性」という条件

の下、他者（たち）と「共にある」実存の「善悪に関わる判断」を可能とするような「思

考」のあり方なのである。アーレントが問題としているのは、哲学者たちの考える「思考」

活動 （theôria） ではなく、この世界で生きる（行為する）行為者（praxis）に関わる思考で

ある。38 同書 20 節でアーレントが問題としているのは、実にこの点であることがカフカ

 
35 ハイデガー、『カントと形而上学の問題』、第 25 節、P. 135。 
36 アーレントは LM I、第 1 章第 6 節でカントの「自己」と「自我」とについて論じ、そこでも「自

我」と「自己」とは異なるという自身の主張を展開している。その際の根拠としてアーレントが引

いているのは、カントの第一批判書  （B157-158） の脚註 296 である。しかし、そこで本当に批判

の対象となっているのは、ハイデガーのカント解釈と見るべきだろう。すなわち、アーレントが問

題としているのは、第一批判書でのカントの「先験的主観すなわち X」であるが、彼女が真に意図

しているのはハイデガーがそのカント書、第 25 節で行っている「非経験的対象=X」についての存

在論的認識における解釈―「純粋地平」としての「無」（Nothing） である。「先験的主観」は、

経験の対象たりえず、その存在  （existence） とは、「純粋直観」（ハイデガー）によってのみ把

握可能な「何か」である。筆者の上の主張を裏付けるのは、同節でのアーレントの次の一文である。 

“The thinking ego is indeed Kant’s ‘thing in itself”: it does not appear to others and, unlike the self of self-

awareness, it does not appear to itself, and yet it is ‘not nothing.’ ” 最後の部分、“not nothing” をわざわざ

強調したところに、アーレントの意図が暗示されている。Arendt. LM I. Pp. 42-43 を参照のこと。  
37 LM I. P. 207.  ここでアーレントが問題としていることは、次のようにも言い換えることが出来よ

う。すなわち、ハイデガーにおいて、思考者の問いは、あくまでも現存在の有限性に立脚している。

つまり、「思考」の「始まり」である思考者の立つ位置とは、自らの「死」について考える場所に

ある。自身の死の可能性、すなわち、自身の有限性に規定された「思考」の「始まり」は、そうし

た「未だない」（not yet） という「未来」からもたらされる「存在への立ち返り」（想起/ no more）

である。存在への問いを可能とする「存在の地平」の形成は、よって存在者から存在へ、認識から

思考へ、そして、認識論から存在論へと超え出て行くのであるが、アーレントは、ハイデガーが提

出するそうした「超越」についての説明を「形而上学的誤謬」として批判し、これを解体せんとす

るのである。認識論から存在論への変容をハイデガーが提出してくるのは、その基礎存在論の中核

に現存在の有限性が据えられているからである。そこでは有限な存在（現存在）が自らの可死性を

その生（存在）の可能性として据えた上で、死から、存在一般について思考することこそが、哲学

の営みの本質とされる。つまり、「思考」の「始まり」である思考者の立つ場所とは、自らの「死」

について考える場所である。自身の死の可能性、すなわち、その有限性に規定された「思考」の「始

まり」は、そうした「未だない」という未来からもたらされる「存在への立ち返り」である。［『カ

ントと形而上学の問題』、第 41 節、P.247、および、第 44 節、P. 260 を参照のこと］  
38 換言すれば、ハイデガーの思考の「自同性」を特徴付けているのは「死」からもたらされる「始

まり」であり、対してアーレントの「思考」（反省）は、次節で論じるように、「現れの世界」（歴

史的文脈）に「生まれ来たこと」（誕生）の「始まり」にその端緒を有する。Jacques Taminiaux は、

ハイデガーの思考に対して、アーレントの思考を  “tragic theôria” と名づけ、アーレントによるアリ

ストテレスの  phronêsis 解釈とハイデガーのそれとの対比を論じている。 Jacques Taminiaux. The 



「思考」と「始まり」（小石川和永） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.14 2020 

88 
 

の「彼」の夢についての彼女の懸念に示されている。すなわち、もしも「彼」がこの狭間

から飛び出し、「審判者」の位置に行くとすれば「彼はこの世界そのものから飛び出す」こ

とを意味するということである。39 そして「（過去）→彼←（未来）」という思考に関わる

時間理解に対し、「未来」と「過去」とが直角に衝突する点に「現在」を置き、そこを始点

に直角のちょうど真ん中を斜行する線へと置きかえてみせる。40 そして、この斜行する線

を形成するものとして提出されているのが LKPP でのカントの趣味判断についての解釈で

あり、その根底に横たわるのがハイデガーの「生産的構想力」に代わる「再生的構想力」

なのである。  

III. 美的判断と再生的構想力：アーレントによるハイデガーの批判的継承  

これまで LM I でのアーレントの「思考」を巡る思索が、ハイデガーのカント解釈にお

ける「生産的構想力」とそこから導き出される存在と「思考」についての議論に対する批

判であることを論じてきた。以下では、前節での分析と議論とを踏まえ、LKPP でのアーレ

ントによるカントの美的判断力解釈が、カント書でハイデガーが「生産的構想力」を軸に

展開した「存在の地平」としての「思考」―つまり、実存の自己についての存在了解と

したこと―に対する批判的応答であることを論じる。これはすなわち、アーレントは構

想力を「再生的」なそれと解釈することで、実存の存在了解の地平を人々と共に在る「世

界」へと変容させたことを意味する。最終節である本節では上の点を、ハイデガーの「図

式」解釈と並行する議論としてアーレントの「範例」解釈を読み解くことで検証し、アー

レントの提示する sensus communis 理解が「再生的構想力」に基礎づけられた共-存在の地平と

いう意味において、ハイデガーの構想力解釈の批判的継承であることを明らかにする。 41  

まず注目したいのは、（カントの）「構想力」についての短いゼミ・ノートの中で、「反省

的判断力」であるカントの美的判断力  （taste）では「範例」が、「規定的判断力」における

「図式論」での「図式」と同様の働きをする、とアーレントが述べていることだ。 42 既に

 
Thracian Maid and the Professional Thinker: Arendt and Heidegger, Translated by Michael Gendre, (State University 

Press of new York Press, 1997). 第 3 章を参照のこと。同様の議論は、森一郎の科研費報告書、「世界

への愛 Amor mundi」（研究課題番号 26370031） でも展開されていることを指摘しておきたい。

これら二人の見解は、例えばアーレントの次の一文によっても支持される。  “The only great thinker 

I know of who was explicitly aware of this condition of homelessness as being natural to the thinking activity 
was Aristotle—perhaps because he knew so well and spelled out so clearly the difference between acting and 
thinking (the decisive distinction between the political and the philosophical way of life(.)”  Arendt. LM I. P. 
199. 

39 Arendt. LM I. P. 207. 
40 実際の図については、同上、P. 208 を参照のこと。  
41 LKPP での構想力が「再生的」なそれであることは、同書に併録されている「構想力」についての

ゼミノートから明らかである。これは「カントの政治哲学の講義」が行われた 1970 年の秋学期に

同じく開講されたものである。このゼミノートの中でアーレントは「生産的構想力［天才］も、決

して完全に生産的であるのではない」と記している。Arendt. LKPP. P. 79. （122）.  また LM I では

「生産的構想力と通常呼ばれる能力は、実際のところ完全に再生的構想力と呼ばれるものに依拠し

ている」と明言している。Arendt. LM I. P. 86. 
42 このノート冒頭で、アーレントはカントに依拠しつつ構想力について次の 3 点を挙げている。1） 

「構想力とは、現存していないものを現前させる能力、すなわち表象［再‐現前作用］の能力であ
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見たように、ハイデガーはカントの認識の地平（意識）を存在の地平と解釈した。その中

心にあったのが「生産的構想力」の綜合としての図式論であった。さて、「（構想力は）感

性をア・プリオリに規定する」というカントの言葉を引用した上で、アーレントは、「構想

力がなければ、世界の客観性―世界がしられうること―もないだろうしまた伝達可能

性―我々が世界について語りうること―もないであろう。」と述べている。43 アーレン

トは、時間の条件としての構想力解釈をハイデガーから継承した上で、敢えてこれを「再

生的構想力」と捉え直すことによって、これを「世界のリアリティ」と「伝達の可能性」

の条件として呈示し直したのである。すなわち、「反省的判断」である美的判断力が「再生

的構想力」にその特徴を有するのであれば、美的判断とは「過去」と「現在」との往復か

ら生じる「未来」という（時間の）地平の形成に、その中心的な役割を果たす、と理解出

来るはずである。アーレントが美的判断力を間主観性として提出していることは、本研究

のこの見解を支持しているように見える。 44 アーレントの美的判断力の中心である  sensus 

communis 解釈が帯びる間主観的性質について、美的判断が為されるプロセスを追うことで

明らかにしたい。  

「カントと政治哲学」の講義録の第 12 講では、（美的）判断力は二つの段階、若しくは

二つの心的作用から成っていることが指摘される。第一が「構想力の作用」であり、第二

が「反省の作用」である。45 この二つの作用は、「公平さ」、或いは「没利害的満足感」と

いう公正な判断に求められる条件を確立し、これらの作用を経ることで判断を下す者は「事

物に直接影響されない注視者」になる、とアーレントは述べる。46 「構想力の作用」につ

いての具体的な記述は第 11 講に示されている。「構想力」は知覚した対象を「感覚」（sensation） 

に変容させる。47 この変容によって知覚 （sense） は「内面化」され（internalized）、「私を

直接触発」する。48 アーレント曰く、こうした変容がもたらす「感覚」は非客観的な感性  

 
る」こと。 2） 構想力は過去と未来を現前させる能力であり、時制の条件であること。3） カント

が構想力と呼ぶものは、哲学の伝統のなかで nous （現存していない  (absent) が現前している  

(present) ものを凝視する能力）であり、これにより「人は現象することのない或るものに気づき、

あるいはそれを垣間見る」ことを可能にする能力と考えられてきた。パルメニデス（『断片』四）

がヌースという言葉で考えたものとは、存在である。Arendt. LKPP. Pp. 79-80.（122-123） 
43 Ibid. P. 84. (128) 
44 この議論は、同上第 11 講の中で示されている。アーレントの趣旨は、美的判断とは「好き・キラ

イ」という最も主観的な感覚に由来しているようであっても、実のところ「非‐主観的」であり、

同時に、「非‐客観的」感覚であるということだ。「趣味においてエゴイズムは克服される」とい

うカントの言葉を、アーレントは「非客観的感覚のうちにある非主観的契機とは、間主観性なので

ある」と明言している。これは LM I で確認した「現れの志向性」についての記述と合致する。同

上、Pp. 66-67.（102-103） 
45 Ibid. P.68.（104）  
46 Ibid. アーレントはそうした判断者を「盲目の詩人」に喩えるが、それが意味するところには注意

を払うべきである。それは、「外的感官によって知覚したものを内的感官の対象とすることによっ

て、我々は感覚的に与えられたものの多様性を集約し凝縮させる」と説明される。重要な点は、ア

ーレントが「注視者」を実際の出来事に巻きこまれていない（この著作の編者であるベイナーはそ

う理解しているようだが）人物だと言って「いない」、ことである。そうではなくあたかも目を閉

じるように、「外的感覚で知覚したものを内的感官の対象にする」ことで、注視者に必要な判断す

る対象との「距離」（公平性と没理解性と）を生み出すことが出来ると言っているに過ぎない。言

い換えれば、この作用を経ることで、行為者は注視者「にもなれる」ということである。  
47 Ibid. P. 66.（100） 
48 Ibid. P. 66.（101） 
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（nonobjective sense） であり、しかもある種の「表象」（representation） である。49 この「表

象」（感覚）はその直接性ゆえに、「あたかも自分自身を感じるようだ」と、第 12 講では述

べている。50  

さて、上で言及した「構想力」が「再生的」なそれであることは、構想力がもたらす「変

容」からも明らかである。「内面化」された「表象/ 感覚」は、認識に由来しているからだ。

さらにアーレントはこうした「内面化された感覚」を「内的感覚の対象」と第 12 講で言い

換えている。言い換えれば、（アーレントの解釈における）美的判断力のこの「構想力の作

用」は、規定的判断力を構成する「直観」と「悟性」のうち、前者に当たる。「再生的構想

力」のこの作用は、知覚に起源を持ちつつ、自らを刺激する（内面化された感覚）という

意味において、ハイデガーの「生産的構想力」の対極を示す。すなわち、「再生的構想力」

において、「直観」は受容的自発性という性質を持つものと理解出来る。  

この一見、こじつけのような見解は、しかし、アーレントの行為  （action） に固有の二

重の意味での「始まり」と呼応する。すなわち、この世界に生まれてきた「誕生」 （natality） 

という事実の「始まり」と、そうしてこの世界へやって来た「新参者」が「人間関係の網

の目」（他者たちとの行為と言論とのやり取り）の中で、新しく「行為」を「始める」とい

うことである。51「世界に生まれてきた」という意味で「受容的」なのであり、ああでもあ

りうるし・こうでもありうる自由（非・必然性/偶然）という意味において、行為は「自発

性」以外の何ものでもないからだ。更に言えば、前に論じたように、アーレントの認識が

「現れの志向性」に基礎付けられていることを鑑みれば、「再生的構想力」の脱‐感覚化の

作用を経た「内的感覚」（sensation） は、「現れの世界」の中で「自分が何処にいるのか」

（立ち位置）を明らかにする作用であると指摘出来る。 52 

美的判断力において実際に判断力が行使されるのが、第二の作用、すなわち「反省の作

用」である。「反省」とは、「構想力の作用」がもたらした直接的な「私はこれが好きだ･キ

ライだ」という好悪の感覚を自らが承認するか･しないか、に関わる。美的判断によっても

たらされる「快」とは、承認であり、「不快」とは不承認である。53 概念という普遍性に包

摂されることで成り立つ規定的判断力と異なり、反省的判断力である美的判断の特徴はあ

くまでも自分の好悪を振り返りそれについて承認・不承認を決めるという、個別の判断内

部で起きる再帰的な反省にある。美的判断において、直観と悟性とは「自由に戯れる」。 54 

アーレントは、あくまでも個別の判断に内在したこうした再帰性自体に、「決定する基準」

 
49 Ibid. LKPP で示されるこの構想力の変容とは LM I で示された「構想力による脱‐感覚化」 （de-

sensing） である。  
50 私訳。訳書の訳文では、「言わば、我々が自分自身を感じる感覚である。」原文は  “as it were, sense 

oneself” である。Ibid. P. 68.（104） 
51 「誕生」については、HC 第 5 章 24 節、「関係の網の目」（the web of human relationships） につ

いては、同 25 節を参照のこと。  
52 例えば、報告者は先日、アメリカの母校でお世話になった教員から「この 10 月に開かれる現象

学･実存哲学の学会の開催校が我が校だから、よかったら来ないか？」というメールを受け取った。

それを読んだ私の最初の反応は、「先生は一体、何を言っているのだ？ !」であったが、それは、私

が遠く日本に暮らす、貧しい非常勤講師であるという、私の立ち位置を明らかにしていたと言えよ

う。  
53 Ibid. P. 69.（106） 
54 Immanuel Kant, The Critique of Judgment (Oxford: Clarendon Press, 1952). B 217. 以下、CJ。 
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としての sensus communis を位置づけている。sensus communis は構想力の脱‐感覚化自体に含

まれており、「反省の作用」では改めて自分の感じた内的感覚が、果たして（他者に）「伝

達可能」であるか・否かの自問自答が行われる。55 ここにもアーレントの美的判断力解釈

は「再生的構想力」解釈を中心に展開されていることが示唆されているのだが、その点に

ついてより踏み込んで考察してみよう。  

アーレントはカントの『判断力批判』の第 40 節を引用している。（ここではそのニュア

ンスを鮮明に捉えるために、敢えて英語原典からその一部を引用する。）  

[U]nder the sensus communis we must include the idea of  a sense common to all, i.e., of  a faculty of  judgment 

which, (1)in its reflection, takes account (a priori) of  the mode of  representation of  all other men in thought , 

in order, as it were, to compare its judgment with the collective reason of  humanity….  

This is done by comparing our judgment with (2)the possible rather than the actual judgments of  other(.) 56 

ここではまず下線部（1）に注目したい。直訳すると、「反省において、全ての他の人び

との表象の様態を思考の中で、（ア・プリオリに）考慮に入れる」になる。アーレントの美

的判断力解釈についての本節の冒頭でも指摘したように、その解釈の独自性は、美的判断

力 （taste） を間主観性として捉えていることにあることを忘れてはならない。 57 そうで

あるから、ここでの sensus communis は「間主観性」と捉えるのが自然であり、むしろ問うべ

きなのは、下線部（1） にその理論的根拠を見極めることにある。「反省」の対象とは、「自

分自身を感じる感覚」（内的感覚）それ自体であり、その意味で「反省」とは「私」と「私

自身」との再帰的関係以上のものではない。それにも拘わらずそうした「反省」において、

自分以外のあらゆる人々の「表象の様態」を「ア・プリオリ」に「考慮する」ことが可能

であるのは、間主観的な認識が「反省」において（ア・プリオリに）「再現される」からだ、

と考えられる。58 美的判断力において、「私」と「私自身」との関係性は逆説的に、私（自

己）とその他の人々との関係性（つまり、「複数性」）を明らかにする、というのがアーレ

ントの判断力批判解釈のエッセンスなのだ。59 （ハイデガーの図式論解釈を念頭に、）この

点を改めてアーレントの美的判断力解釈での「範例」の位置づけから、地平の形成として

考察してみたい。  

アーレントは美的判断力での「範例」（example）には、規定的判断力での「図式」と似た

 
55 これについてアーレントは次のように述べている。「共通感覚（ sensus communis）は、それに伝達す

なわち言葉が依存しているが故に、特殊に人間的な感覚である。―伝達は表現とは違う。」Ibid. 

P. 70.（107-108） 
56 LKPP. P. 71. (108) 下線強調とその番号は、筆者が付加したものである。  
57 本稿 89 頁、註 44 を参照のこと。  
58 換言すれば、アーレントはここで  a priori をカントとは異なる文脈で提出している。アーレントの

文脈での a priori が指示するのは、「現れの志向性」についての議論で確認したように、「現れ」

の間主観性であり、「世界の一部」と解される実存の存在理解である。  
59 ここでは踏み込んだ議論を控えざるをえないが、アーレントの美的判断力（反省）に見られるこ

の「私」と「私自身」との関係が、複数性と「再生的構想力」とによって担保されている点は、ハ

イデガーが「超越論的構想力と実践理性」（カント書、第 30 節）で「尊敬の感情」を「超越論的構

想力」（生産的構想力）として解し、「道徳的自己」を自己の再帰的関係性として描出した議論と

対照を成している。  
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ような役割があるとし、それは「それ自身のうちに概念または一般的規則  （general rules）

を含む特殊なもの、あるいは含むと見られる特殊なものである」とする。60 「図式」と「範

例」との違いは、前者が悟性の普遍性に由来するのに対し、後者は個別の事例から取られ

た（普遍性ではなくあくまでも）一般性に由来することである。61 アーレントのこうした

「範例」理解を本研究の主題に照らし、アーレントの｢再生的構想力｣を考察すると、その

特徴として、｢範例｣が新しい理解の地平を開く役割を担っていることが明らかになる。 62 

この点について、議論を整理してみよう。  

後に新しい「範例」となる人物 A がこの世界にいるとする。彼･彼女は世界に固有の位

置を占め、そこから世界を眺める。A から見た世界について「これはキライだ」という感

覚が起きたとしよう。次の問いは、この「キライだ」という感覚を承認するか・しないか、

という判断 （反省）に委ねられる。承認するのであれば、いまある世界（A の位置から現

れている世界）に異議を唱えることになる。その「異議」が他の人々に共有（伝達）され

た場合、A の判断は、新しい「範例」となったのであり、新たな理解の地平を開いた、と

解される。「この範例は、そのまさに特殊性において、他の仕方では明らかにしえぬような

一般性を顕わにする特殊なものであり、またあり続ける」とアーレントが述べ、美的判断

についての妥当性を「範例的妥当性」に求めた理由は、「範例」に含まれる「特殊性」と「一

般性」との往還に、「世界のリアリティ」の根拠を見いだしたからにほかならない。63 ｢範

例｣が妥当な際に、美的判断はその伝達の可能性が認められたことを意味する。 64 すなわ

 
60 我々にとって興味深いことは、アーレントが「範例」の例として挙げているのが全て実在した人

物である点である。Ibid. P. 84.（Pp. 128-129） 
61 アーレントは、「歴史学や政治学における概念のほとんど」が「範例」に基づくものであり、「あ

る特殊な歴史上の出来事にその起源をもつ」と指摘することで、「範例」の｢一般的｣性質と普遍的

概念とを区分する。｢範例｣の持つ｢個別性｣と｢一般性｣の一例としてナポレオン・ボナパルトという

特殊な個人とボナパルティズムとの関係を、アーレントは挙げている。前者は特殊な一個人であり、

そこからは英雄の一つの範例が示されるだろうし、後者には軍人・政治家としてナポレオンに顕著

で、それに由来する政治的・歴史的概念として機能する、やはり一種の｢範例｣を指摘出来る。重要

な点は、｢範例｣は常に｢特殊･個別｣な事例から取り上げられるということである。同上、Pp. 84-85. 

（129-130） 
62 「範例」の特徴である「個別別性と一般性との往還」を俯瞰する議論を  LM I 第 1 章 4 節に見る

ことが出来る。同節では「身体と魂：魂と精神」の関係が論じられている。アーレントは感情と身

体体験の間に密接な関連を認めつつも、私たちは他者にどのように現れたいのかを「選択」してい

ると指摘する。大抵の場合、私たちはそうした「選択」を自分が帰属する文化によって予め規定さ

れた、望ましいとみなされる振る舞いをするが、そうでない場合もある。それが自分自身が「範例」

になる、ということである。つまり、社会的･文化的規範から逸脱しても、そうあることで自分自

身を喜ばせるような「選択」をし、新しい「範例」としてそうした「あり方」が他の人々にも喜ば

れるものになるように、「範例」を通して説得するのである。LGBT と言われる性的マイノリティ

に属する人たちが、自らのジェンダー・アイデンティティを職場や学校で明らかにすることで、そ

うした異性愛と生物学的性別の規範から逸脱したと考えられてきたグループが、社会において認知

されることなどは、その良い一例である。Kazue Koishikawa. “Arendt, The Body, and The Self,” The Journal 

of the Hannah Arendt Center for Politics and Humanities at Bard College. Vol. 3, 2015. Pp. 159-162. 
63 “This exemplar is and remains a particular that in its very particularity reveals the generality that otherwise 

could not be defined.”  Arendt, LKPP. P. 77 (119).  浜田訳では “generality” は「普遍性」と訳出されて

いるが、美的判断力の「公共的」性質に着目した上で、解釈を行ったアーレントの意図とこれまで

の本研究の議論を踏まえると、「一般性」という訳語が正しいと筆者は考える。  
64 すなわち、アーレントは美的判断の妥当性をカントの合目的性（purposiveness） にではなく、「範

例的妥当性」に置く。そして、アーレントによれば、｢伝達可能性｣を決定する標準  （standard） と

は sensus communis である。Ibid. P. 69.（106） 
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ち、新しい「範例」の「範例的妥当性」の獲得は、その「新しさ」を伝達可能とする、新

たな地平の開示を意味するのだ。  

最後に、このようなアーレントの美的判断力解釈を、「再生的構想力」解釈と理解し、こ

れをハイデガーの「生産的構想力」解釈に対置させた際、どのような対照性を「範例」の

議論から導出できるだろうか。「再生的構想力」の観点から、新しい「範例」を提出すると

いう先の議論は、他者（たち）と共に存在する時間地平の形成であると指摘出来る。すな

わち、世界の中での自分の立ち位置から見えた世界について「キライだ」という感覚をも

った人物 A にとり、世界（それまでの理解の地平）は「過去」であり、A 自身の立ち位置

は「現在」である。そして、A の「異議申し立て」と他者（たち）とのその「共有」（「範

例的妥当性」の獲得）、並びに新しい「範例」の樹立（新しい理解の地平を開くこと）は、

「未来」という時制をそれぞれ構成する。さらに、こうした「新しい地平」（未来）は、あ

くまでも「それまでの地平」（過去）についての「反省」と、そこからの「更新」という意

味において歴史的連続性のうちに位置づけられる。「再生的構想力」解釈としての「新しい

地平」（理解）は、ここでも「生産的構想力」の悟性理解の対極を示す。すなわち、「再生

的構想力」では、悟性（理解）は自発的受容性なのである。アーレントの美的判断力解釈

とは、「世界」と「新しい始まり」（特定の人物の誕生と、行為を通した世界への「現れ」）

との「自由な戯れ」（free play） の関係性を開示するものである。実存の存在の地平が世界

の同時代性を超えた共‐存在の地平（超越）であることを、（本稿 91 頁で示した sensus communis 

からの引用で、筆者が指摘した）下線部 2）の “possible” は、「再生的構想力」の理論とし

て提示しているのである。65 

  

 
65 アーレントとハイデガー両者における「超越」（transcendence） についての理解の相違について

は、以下の拙論を参照されたい。Kazue Koishikawa. “Thinking and Transcendence: Arendt’s Critical 

Dialogue with Heidegger,” Tetsugaku, Vol. 2, 2018. Pp. 83-99. 
http://philosophy-japan.org/wpdata/wp-content/uploads/2018/04/Tetsugaku_Vol.2_6.Koishikawa.pdf  

http://philosophy-japan.org/wpdata/wp-content/uploads/2018/04/Tetsugaku_Vol.2_6.Koishikawa.pdf
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徹底的な有限性 

―ハイデガーと京都学派の哲学― 

 

ハンス=ペーター・リーダーバッハ（関西学院大学） 

訳 八木 緑（関西学院大学）  

 

 

Radikale Endlichkeit 

― Heidegger und die Philosophie der Kyoto Schule   

 

Hans Peter LIEDERBACH 

 

Ein Hauptgrund für die beträchtliche Wirkung, die Heidegger auf  die Philosophie der 

Kyoto Schule ausgeübt hat, liegt darin, dass er den Aufweis der Endlichkeit des Denkens für 

eine philosophische Modernitätskritik fruchtbar gemacht hat, die in vielen Punkten 

Gemeinsamkeiten mit Nishidas, Tanabes, Kukis und anderer Kritik an der modernen 

Reflexionsphilosophie aufweist. Neuere Interpretationen des Denkens der Kyoto Schule führen 

diese Kritik weiter und plädieren für eine radikale Transformation der Philosophie hin zu einer 

„Weltphilosophie“. Protagonisten dieser neuen Tendenz sind Nishitani Keiji und Ueda 

Shizuteru, die beide von Heideggers Diktum vom Ende der Metaphysik ausgehen und daran 

anknüpfend dem Denken des Zen-Buddhismus die ihm gebührende Aufmerksamkeit 

verschaffen wollen. Der vorliegende Aufsatz unterzieht diese Tendenz einer kritischen Prüfung. 

Er versucht zu zeigen, dass Heideggers Denken der Endlichkeit bereits in Sein und Zeit sich in 

unlösbare Aporien verwickelt, die nach der so genannten Kehre noch deutlicher hervortreten. 

Das Problem liegt in einem bestimmten Verständnis von Negativität, das weder bei Heidegger 

noch bei Nishitani und Ueda das für eine Beschreibung sowohl des In-der-Welt-Seins als auch 

der Philosophie unverzichtbare Element des Normativen angemessen berücksichtigen kann. In 

gewisser Weise scheitert auch Watsuji an diesem Problem; weil aber seine philosophische 

Modernitätskritik nicht mit der Hypothek einer Geschichte des Seins oder des Nihilismus 

belastet ist, kann im Anschluss an sein ethisches Denken das Thema einer 

„Weltphilosophie“ mit der gebotenen Differenziertheit behandelt werden.  

 

Schlüsselwörter: Endlichkeit, Normativität, Negativität, 

 philosophische Modernitätskritik, Kyoto Schule 

キーワード：有限性、規範性、否定性、哲学的近代批判、京都学派   
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0. 

 

ハイデガーの思索に首尾一貫している特性は徹底的な有限性であろう。『存在と時間』

以 来 ハ イ デ ガ ー が 志 し た 理 性 の 有 限 性 の 提 示 は 、 近 代 に 登 場 し た 反 省 哲 学

（Reflexionsphilosophie）の批判の形を取り、最終的には（とりわけ『哲学への寄与』、『技

術への問い』などにおいて）プラトン以来の西洋哲学の解体に至ったのである。いずれに

せよ、前期思想でも後期思想でも、ハイデガーは思索の可能性を人間の手の届かないもの

において探っていると言えるだろう。  

 

しかもこうした思索が第二次世界大戦後、西洋の哲学において流行したと言っても過言

ではないだろう。というのも、ハイデガーの有限性の思索がフーコー、デリダ、ローティ

ーらのいわゆるポストモダン的な思考に多大な影響を及ぼしたからである。近年テイラー

とドレイファスが志した「実在主義の反復」1もハイデガーに由来する哲学の系譜に位置づ

けることができよう。さらには、ハイデガーの有限性の思索が昭和初期の日本の哲学者に

よって積極的に受容されたこともまた興味深い。ハイデガーとの出会いが田辺、九鬼、和

辻らの思考形成にとり決定的な意義をもっていたことは周知の通りである。2彼らが『存在

と時間』における有限性の問題をいわば直感的に察知したことは、京都学派の哲学とハイ

デガーの思索との間に潜む類似性を際立たせる。  

 

有限性への切望とも称すべきこの傾向が近年の日本哲学研究においても強く反映され

ている。西谷啓治、上田閑照等の思索とそれを解釈し展開しつつある研究の中では、ハイ

デガーによって予言された哲学の終焉が前提とされており、日本哲学において別の始まり

を見出そうとする動きが顕著である。3この際、西洋近代の反省哲学への批判とニーチェに

由来する近代の診断とが表裏一体となるのである。結局のところ、ハイデガーのニーチェ

解釈が西洋近代哲学への批判の背景をなしていると言わなければならない。たとえば西谷

によれば、「超越的なるものとさういふ根源的な係はりの場が閉ざされ、そのことによつ

て世界も人間も、根本のところで無意味になり無目的となつたといふ事情が、現代の文明

と人間との有り方の根底に潜んでゐる。それがニヒリズムの到来といはれる状況に外なら

ない」（NKC 11, 163）。この診断によれば、現代世界はハイデガーが提示した「存在の歴

史」の最終段階に直面している。なるほど、形而上学の終焉において哲学の、超越を目指

す「存在企投 （Seinsentwurf）」は本質的に不可能となった、というハイデガーの主張 4が

西谷のニヒリズムの思考の背景をなしていると言えるだろう。西谷の近代文明の診断を引

き継いだ上田閑照が要求するように、哲学は、結局のところ、西洋思想が堆積した諸概念

 
1 Dreyfus/Taylor （2015）を参照。  
2 嶺 （2002）を参照。  
3 この研究を代表するものとして Davis/Schroeder/Wirth （2011）を参照。さらに、この研究を批評

するものとして Liederbach （2019）を参照されたい。  
4 「超越は〔中略〕それらの意味に対応する還帰の内へと逆転し、そして還帰の内で消滅する」（WM 

226）。ハイデガーの形而上学批判を整理するものとして Figal （1997） を参照。  
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や方法の限界を脱出し、いわゆる「世界哲学（world philosophy）」へと変質しなければな

らない。5それとともに、世界そのものが変質しなければならないと彼は言う。6この前提の

もとで初めて、かつてハイデガーが語った、「不回避的な、東アジア世界との対話」（GA 

7 , 41）が可能になると言えよう。具体的に言えば、この対話の目的は「異なった伝統が共

有する人間存在の根本構造を明らかにする」ことにあり、こうした対話が「様々な世界内

存在の仕方に見出せる自己と世界の諸理解を新たな仕方によって自覚することを促進する」

であろう。7端的に言えば、上田の要求は、形而上学の終焉においてのみ徹底的な遠近法主

義が可能になる、ということだと理解できよう。  

 

本稿の狙いは、こうした研究の哲学史的前提を吟味することにあり、しかもこうした研

究が提示するオルタナティブの盲点に目を向けながら、有限性への切望という傾向の可能

性と限界をあらわにする、ということにある。そこでは、ハイデガーの『存在と時間』と

『哲学への寄与』における徹底的な有限性の思索を切り口としながら、西谷啓治と和辻哲

郎が有限性の問題にどのように取り組んだかを検討したい。和辻も西谷も、西洋近代の反

省哲学の限界の克服を目指し、有限性の下で倫理学・実践哲学への新たな通路を切り開こ

うとしている。  

 

 

1. 

 

「気遣いとは、それが根源的に挫折しうるとすれば、何だろうか」。このように問いか

けつつ、ロバート・ピピンは『存在と時間』の体系的核心、すなわち時間性の地平におけ

る不安の気分についての分析を吟味する。8ピピンの問いかけが我々にとって重要なのは、

それが西谷と和辻のハイデガー受容に関しても中心的であるようなある問題構制、すなわ

ち思考の有限性という条件のもとで、否定性が歴史的共存在の諸関係において果たす役割

を照らし出すものだからである。  

 

否定性の問題それ自身はもちろんずっと古くから存在する。ここで「無い（Nicht）」の

複雑な影響史に詳しく立ち入ることはできないが、少なくとも次のことは注意しておかね

ばならない。ハイデガーにとっても西谷にとっても、無とは、プラトンの対話篇『ソピス

テス』（237 b 以下）に紹介されているような「非有（μὴ ὄν）」ではなく、したがって別

の視点から見れば肯定を有しているような事柄における否定（ちょうど絵画が、まったく

 
5 Ueda （2011） , 20. さらに、Elberfeld （2017） , Davis （2020）を参照。  
6  Ueda （ 2011） , 20: “‘World philosophy’ calls for a transformation of philosophy itself along with a 

transformation of the world.” 
7 Ueda （2011） , 20: “Contact between different traditions promises to help shed light on shared fundamental 

structures of human existence, and it will encourage new ways to bring to awareness the understandings of the 
world and the self found in our various manners of being-in-the-world.” 

8 Pippin（2005）を参照。私は本稿の第２節において主にピピンの論証に従い、さらには彼の問題提

起をハイデガーの存在史構想（第３節）、西谷の宗教哲学（第４節）と和辻の倫理思想（第５節）

の検討に転用してゆきたい。  
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絵画として存在しながら、それが模写している事柄そのものではないように）ではない。

プラトンによる無の弁証法的規定は、ハイデガーと西谷にとって既に形而上学の疑いのも

とにあるロゴスの特定の形式と結びついている。ハイデガーの「無的な無」も西谷の「空」

もロゴスのあらゆる基礎づけ作用の彼岸を目指している。基礎づけ的思考そのものが彼ら

にとって疑わしいものとなったのである。それに対して、否定に対する和辻の理解は彼ら

ほどラディカルではなく、そのことがまたハイデガーの立場やあるいはまた狭義の京都学

派の立場に近い人々の批判を呼んだ。 9 

 

有限性の問題への通路として、ここで根本的に異なる二つの方法が浮かび上がってくる。

問題それ自身については、ハイデガーによって『存在と時間』にその枠組みが提示されて

いた。その中でハイデガーは時間性の問題を暴露し、現存在の有限性を指摘する。現存在

の有限性によって彼は気遣いの挫折を明らかにするが、このことはまた哲学そのものにと

っても範型的な性格をもつと考えられている。時間性、有限性および挫折（否定性）の連

関に気づいたのは和辻と西谷であった。ハイデガーへの彼らの応答は、どうすればこの連

関がよりよく理解できるかという点を中心に展開していく。  

 

 

2. 

 

「気遣いとは、それが根源的に挫折しうるとすれば、何だろうか」と冒頭で問いかけた。

しかるにこの問いはそもそも正当だろうか。ハイデガーが『存在と時間』の中で示してい

た世界内存在の構造とは、まさしくプラグマタ、手許的道具、そして共存在する他者との

交渉が成就することを記述可能にするものなのではなかったか。ヒューバート・ドレイフ

ァスはこの方向で議論しており、10そしてチャールズ・テイラーが『背景』で行なっている

意味付与作用に関する継続的な考察 11もまた、気遣いの根本的成就から出発するものであ

る。12もっともその際、道具の非表明性は、道具が「目立つこと、押しつけがましさ、およ

び手向かい」（SZ 74; 166）の様態において出会われるとき、言い換えれば道具との交渉が

ある意味で挫折するときに初めて表明的になるということが見落とされている。ハイデガ

ーによれば、「指示が妨げられるときに―何々にとって利用不可能になるときに、指示

は表立ってくる」（SZ 74; 167）。それまで非表明的であった道具の全体性、すなわちその

内部で道具が手許存在として出会われうるところの指示連関とともに、「世界がおのれを

告げるのである」（SZ 75; 167）。交渉が挫折するときに初めて、それが成就するとはどう

いうことだったのかが明らかになる。そして挫折は予期せず偶然に起こるものであるから

 
9 特に高坂（1964）108-11 ページ、および嶺（2002）95-8 ページを参照。  
10 Dreyfus（1991）を参照。  
11 Taylor（2006）を参照。  
12 ガダマーの解釈学が『存在と時間』の問題領域を超え出るものだとしても、理解は『真理と方法』

では根本的成就という意味での「伝承の生起への進入」（Gadamer 1986, 295）として解釈される。

とりわけハーバーマスの批判を呼んだ（Habermas 1971）。 
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（道具がいつ使用不可能になるかは分からない）、現存在は世界の有意義性と同様、道具

との交渉に対しても結局は確信をもつことができないのである。 13 

 

それゆえただ一貫しているのは、ハイデガーはいかなる形の超越論哲学的基礎づけも放

棄し、その代わりに自分自身からおのれを示すものの現象内容を指示するということであ

る。世界の有意義性は、その意味の可能性の超越論的条件に依存しない。つまりそれは、

内世界的手許存在に配慮しつつ交渉することが挫折する場合に「おのれを告げる」のであ

る。『存在と時間』というハイデガーのプロジェクトにとって挫折というものがいかに緊

要であるかは、時間性の地平において不安を分析し、それによって気遣いの構造がその全

体性において証示されることでよりいっそう浮き彫りになる。  

 

伝統的な基礎づけ的思考からの転向によってハイデガーは、現存在がその存在を、つま

り気遣いをその全体性において理解する状況を根拠のない偶然的な出来事として記述せざ

るをえなくなる。不安という、いわば現存在を襲う根本気分において、現存在は手許存在

および他者との日常的交渉において彼の企図することはすべて根本からはかない（hinfällig）

ものであるということを理解する。「気遣い自身は、その本質において徹頭徹尾非力さに

よって浸透されている」（SZ 285; 460）。気遣いの本質的な非力さを目の当たりにして、無

を配慮的に支配しようとするあらゆる試みは挫折せざるをえない。というのも、不安にお

いて現存在は「おのれの実存の可能的な不可能性という無に直面している」（SZ 266; 432）

からである。「死への先駆のみが、あらゆる偶然的で『暫定的』な可能性を追い払うので

ある」（SZ 384; 592）。死への先駆において気遣いは挫折する。気遣いは、死という最も極

端で最も固有な可能性を決して満たすことができない。現存在が自らの存在を理解すると

同時に、現存在はこの理解を決して生の日常性に組み入れることができないことを‘知っ

ている’。別の言い方をすれば、現存在はいまや「非力さということの〔非力な〕根拠と

して負い目がある」（SZ 285; 460）ということを‘知っている’のである。しかし「根拠で

あるということは、最も固有な存在をけっして根拠から支配する力をもっているのでは非

ざるものである」（SZ 284; 458）から、現存在はその本来的な意味での企図を決して自らに

固有な企図としては理解できない。それと同じく、共存在は、現存在が不安において孤立

するときに自らをそのようなものとして経験するところの本質的な「居心地のわるさ」（SZ 

189; 327）に根本から応答できない。というのも、気遣いとは結局は無からの逃避ないし回

避に他ならないからである。絶えず差し迫ってくるものとしての死は、将来に向けられた

あらゆる企投を疑問視する。しかしそれが意味するのは、負い目ある存在可能が、不安と

死において経験される自らの存在の根源的偶然性にも気遣いの構造を維持する必然性にも

適合しなければならないということであり、そうでなければ時間の時熟は不可能になって

しまう―たとえその際最も極端で最も固有な可能性からの逃避が問題であるとしてもで

 
13 ハイデガーの挫折の偶然性に関するテーゼには異論を唱えることができる。道具がもはや使用で

きないものと分かるのは、交渉を導いて持続させる規範的連関が変わってしまうからである。しか

しながらロバート・ピピンは、行為の規範性の問題はハイデガーの分析において想定されてはいる

が、結局明るみに出ることはなかったと主張する。Pippin（1997）を参照。  
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ある。気遣い（徹頭徹尾非力ではあるけれども）は、根源的に挫折しうるものだからこそ

成就し、そしてそれが気遣いの根拠の‐なさ（Grund-losigkeit）を成すのである。14 

 

根源的偶然性と根拠‐なく行為せざるをえないこととの協調関係は、歴史性をめぐるハ

イデガーの議論の見取り図である。歴史が本来的には生起として理解されるべきことを指

摘した時点で、ハイデガーは偶然性を既にこの協調関係のうちにもたらしていた。「伸び

拡げられつつおのれを伸び拡げるという種別的な動性を、我々は現存在の生起と名づける」

（SZ 375; 580）。実際にハイデガーは「現存在の歴史性の学的解釈」を「時間性のいっそう

具体的な仕上げ」（SZ 382; 590）としてのみ理解している。その限りにおいて「死へとかか

わる本来的な存在が、すなわち、時間性の有限性が、現存在の歴史性の秘匿された根拠な

のである」（SZ 386; 595）。もし上述の解釈が妥当ならば、歴史とは結局のところ、現存在

が時間の中で無と自らの有限性を回避しようとする試みの連続以外の何ものでもない。偶

然的な生起、つまり歴史に意味を与えようとする試みはすべて、「時間性の有限性」でも

って表示される問題水準において挫折せざるをえない。この前提のもとでは、歴史とは現

存在によって、継承されるべき、そして形成されるべき課題として把握できるものだとい

うふうな仕方で歴史を物語るのはもはや不可能でもある。最も広い意味における「理性的」

歴史を物語るということは、宿命の力を過小評価することを意味するであろう。しかしハ

イデガーによれば、「宿命ということでわれわれが表示するのは、本来的な決意性のうち

に潜んでいる現存在の根源的な生起のことなのであって、このような生起のうちで現存在

は、死に向かって自由でありつつ、相続されたものであるにもかかわらず選びとられた可

能性において、おのれをおのれ自身に伝承するのである」（SZ 384; 592）。可能性を「相続

されたもの」と「選びとられたもの」とに差異化することのうちに、偶然性と行為との連

関が反映されている。つまり歴史的挫折とは、相続された可能性に応じることができない

ということを意味しているのである。  

 

 

3. 

 

「相続されたものであるにもかかわらず選びとられた可能性」というモチーフは、ハイ

デガーの「存在の歴史」構想にも決定的な影響を与えている。確かに現存在の時間性は哲

学の時性（Temporalität）と置き換えることはできないが、15しかしハイデガーの思索は、挫

折というモチーフによってある部分で一貫している。存在の歴史においても、ある事柄が

別の観点から成就するために挫折せざるをえないということが問題となる。ただしその際、

 
14 この帰結を受けて、たとえばギュンター・フィガールをはじめとする解釈者たちは、開示性、隠

蔽性、および決意性の関係を別の仕方で規定し、そうすることでハイデガーによって遮断された生

への道、なかでも他者との生へと帰る道を再び通行可能なものにしようとしている。Figal（2013）

131-3 ページを参照。  
15 GA 24 を参照。ここには『存在と時間』の挫折の理由が見られるが、それについては Figal（1992）

92-100 ページを参照。  
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挫折することそのものが忘却される。哲学は、形而上学的に思考する限り、存在に直面し

て挫折せざるをえない。ハイデガーにより繰り返し変奏される露呈と秘匿の戯れは、存在

の歴史というコンテキストにおいては哲学の存在企投が、存在企投によっていわば隠蔽さ

れる根源的生起によって可能になることを意味している。この生起をハイデガーは「性起

（Ereignis）」と呼ぶ。それは存在者を超越して存在を恒常的現前性として規定する哲学に

「明け開け」をもたらす。いかなる形而上学的存在企投も、明け開けそのものを真実化す

ることはできないから、性起に直面して挫折せざるをえない。しかしそのような仕方での

み、存在者の存在は存在の歴史の「エポック」において概念的に把捉されうる。16『哲学へ

の寄与』の「投げ送り」の章におけるハイデガーの叙述の目標は結局、形而上学的存在企

投がいかにして性起に対する挫折からその可能性を引き出すかということを提示すること

にある。確かに形而上学的に問うことは常に性起の連関のうちにあるけれども、それは表

明的に知られているわけではない。そのことをハイデガーは「存在忘却」と名づけた。そ

して彼によれば、存在忘却は近代技術の支配において頂点に達する。近代技術は、新たな

存在企投がもはや不可能になるという意味で「形而上学の終焉」をもたらした。存在者が

人間によって「工作機構」にとっての単なる「用象」（Bestand）に過ぎないものとして理

解されるところでは、存在へのいかなる超越も必要ない。「超越は〔中略〕それらの意味

に対応する還帰の内へと逆転し、そして還帰の内で消滅する」（WM 226）。 

不安の気分が現存在を襲うのと同様に、性起は哲学にとって反省的に確信できるような

ものではまったくない。むしろ性起とは、プラトン（『テアイテトス』 155 d）とアリスト

テレス（『形而上学』 I 2, 982 b 11-12）がその範型を示しているように、「驚‐嘆」という

根本気分において生じる。それは「第一の元初」と見なされる。それに対して「別の元初」

は「驚‐愕」と「慎ましさ」（GA 65, 46）の気分のもとにあるとされる。根源的偶然性は

ここにも見られる。それゆえ存在の歴史は―あらゆる目的論的面影にもかかわらず―

人間に継承されるべき課題が当てがわれる「理性的な」物語（たとえばカント、あるいは

またヘーゲルやマルクスに見られる啓蒙の歴史思想のように）ではない。「別の元初」の

準備は、ハイデガーが認めているように、確かに人間に（たとえ「有（Seyn）の真理の見張

りの役へと定めるところの」（GA 65, 43）ほんの少数の、選び出された人間にだけであっ

たとしても）示される。しかしそれは、伝承が「第一の元初」へとさかのぼりつつ解体す

ることが問題となる限りでの、いわば消極的な課題である。ハイデガーによれば、「この

移行の移行的なものとして、われわれは哲学それ自体の本質的な省慮を通り抜けなければ

ならない。それは哲学が次のような元初を獲得するためである。すなわちそこから哲学が、

いかなる支えをも必需とすることなく、再びすっかり哲学それ自体となることができると

いう元初である」（GA 65, 177）。しかし「少数なる者たち」と「稀なる者たち」（GA 65, 

11）は、自らこの移行を始めるのではなく、いわばこの移行の中へと立たされている。そ

 
16 N II, 383 ページを参照。「それ自身に留まっているということは、形而上学のそれぞれの局面に

覆蔵されているが、このそれ自身に留まっていることが、脱去のその都度の遠方から、有それ自身

のエポケーとしてその都度有の歴史のエポックを規定している」。  
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れゆえ「別の元初への移行は決断されて」おり、そして「しかもわれわれは、どこへわれ

われが行くのかを知っていない」（GA 65, 177）とハイデガーは言う。  

 

 

4. 

 

哲学がその終焉を迎えたとしても、だからといって哲学が古くから繰り返し取り組んで

きた問題が忘れ去られることはない。もっともその問題は根源的有限性という条件のもと

で新たに考えられねばならないだろう。ハイデガーは、それがどういうことなのかを芸術

を例にとって印象的に描き出している（GW 5, 1-74 を参照）。一方で、西谷啓治にとって

はある別の問題が重要性をもつ。彼は最も広い意味において倫理的なこととして表示され

るものをまったく新しい仕方で考えることを試みる。「禅における我‐汝関係」17に関する

彼の考察は形而上学的思考によって隠蔽された根源的な開け（Offenheit）を取り戻すこと

を目指している。そのためには、「實體」（NKC 12, 280）に固定された「人格」、「主観」、

「法」、「国家」、「自由」、「平等」といった形而上学的概念を「空」（NKC 12, 280）

という無‐底（Un-Grund）へと解体しなければならない。西谷によれば、そこにおいての

み、「真の出会い」（NKC 12, 279）と「真の『我と汝』」（NKC 12, 284）が経験されうる。 

18

実体存在論の枠内では「不徹底である」と考えられていたような自由と平等（NKC 12, 278

を参照）は、人間が「大死」し、「本来の面目」を自覚する（NKC 10, 102）場合に初めて

実現される。  

 

解体は「自他不二」（NKC 12, 286）としての我‐汝関係の根源的真理へと至る。それは、

道徳法則、承認をめぐる闘争、あるいは社会契約が―西谷はこれらをまとめて「普遍的

なもの」（NKC 12, 278）と呼ぶ―地位を得るよりもはるか前に、実存が常に既にこのよ

うな真理のうちにあるということを明白にするとされる。反対に、形而上学が我‐汝関係

の問題に与えたような「普遍的な」答えは、この真理が忘却されてしまっているというこ

とを示す兆候である。というのも形而上学は、空の無‐底が形而上学に提示する「限りな

いおそろしさ」（NKC 12, 277）から逃避することで、その真理、すなわち、それがただに

真理にのみ関わり合う場合に「限りない美しさ」（ ibid.）としておのれを示すであろうよう

な真理に対して盲目だからである。  

 

西谷の言う解体の背景を形成しているのは彼の「ニヒリズム」（NKC 8）への探究であ

るが、その探究は大著『宗教とは何か』（1986 年; NKC 10）において再び取り上げられる。

西谷は、確かに哲学がニヒリズムへの「抵抗」の「努力」を果たしてきたことを認める（NKC 

 
17 西谷（2004）を参照。  
18 NKC 10, 102 ページを参照。「『空』とは、そこに於いて我々が具體的な人間として、即ち人格の

みならず身體をも含めた一個の人間として、如實に現成してゐるところであると同時に、我々を取

り巻くあらゆる事物が如實に現成してゐるのである。會て言ったやうに、大死一番乾坤新たなりと

いふことが同時に自己の生れかはりを意味するやうな、さういふところとも言へる」。  
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10, 101）が、その一方でニヒリズムが哲学にとって「解決できないもの」（NKC 10, 101）

だと主張する。「哲学的、又は神學的な究明すら、その［人と人の］出會ひの底に潜む底

なき深みにとどかない」（NKC 12, 277）と指摘するとき、西谷は倫理的観点において形而

上学の終焉というハイデガーのテーゼから宗教哲学的な結論を引き出しているように見え

る。そのためには空の立場が取られねばならないが、しかしそれはただ宗教的見地におい

てのみ到達されうる。ニヒリズムの時代に哲学が挫折するときには宗教が登場してくるの

である。19 

西谷の宗教哲学的思想においてある事柄が顕現してくるが、それはハイデガーのもとで

既に構想されていた。すなわち、形而上学的伝統と実存の脱歴史化である。いずれにせよ、

ハイデガーにとって 1920 年代に歴史的な動機から思索の中心にあった「解釈学的状況」の

思想は、20『哲学への寄与』では完全に表舞台から退いてしまっている。それに伴い存在の

歴史の個々の「エポック」は歴史的（historisch）に未規定なままとどまる。露呈しつつ秘

匿する存在生起（Seinsgeschehen）はプラトンに見られたのと同じものであり、それはデカ

ルト、カント、ニーチェにおいても同様である。存在の開けは超歴史的な場である。21この

ことはまた西谷の空にも当てはまる。22西谷における空は、歴史をもたない無‐底であり、

歴史的問題、たとえば「社会主義」、「全体主義」、あるいは「無政府主義」といったイ

デオロギーというよりはむしろ「人と人の『関係』の範疇」（NKC 12, 280）として表され

るような問題は、形而上学的な歪曲から救い出すために無‐底へと連れ戻されねばならな

い。そうすることで、「あらゆる迷ひも苦も」（NKC 12, 286）、「『自己』を中心とし、

『自』と『他』を分ける我執に基づく」（NKC 12, 286）ということが浮かび上がってくる

のである。このことは、原始的生起が形而上学を支えているにもかかわらずそこから逃げ

ようとする形而上学の逃避を宗教哲学的に解釈するものとして理解されえよう。西谷の解

釈では、形而上学は空に直面して挫折し、「普遍的なもの」の構築へと逃避するのである。 

23 

 
19 これよって生じる帰結は当然のことながら哲学にとって倫理学を越え出る。「空の場においては、

カントのコペルニクス的轉回によって開かれた近世的人間の主體的な自覺の立場は更にもう一度

轉回されねばならぬ」（NKC 10, 157）。 
20 Heidegger （1989）がこれに当たる。  
21 形而上学的存在企投には確かにそのつどの時間というものはあるが、しかし歴史はない。その可

能性は露呈しつつ秘匿する存在の生起から生じるが、この生起は本質的に非歴史的だからである。

ある意味『存在と時間』の問題がここで繰り返されているわけである。時間性に関する一切の強調

にもかかわらず、現存在の気遣い構造は非歴史的なものと考えられている。Figal （1992）101 ペー

ジを参照。  
22 西谷が修辞的に「現実の生ま生ましい事柄［すなわち社会主義、全体主義、無政府主義］が、古

い昔に二人の禅僧が取交はした、あの奇妙な問答と一體なんの關係があるかと言はれるかも知れな

い」（NKC 12, 280）と述べるとき、彼は間接的にこの問題に言及している。そしてこの問い［＝…

なんの關係があるか］には明確な答えが与えられている。「ところが、かの問答はさういふ事柄を

みんな含んでゐるのである」（ibid.）。  
23 西谷によって言及された倫理的諸問題が正当に評価されているかどうかは疑問である。西谷は、

彼がニーチェにならって診断したニヒリズムが近代に特有の現象ではないか、つまりいかなる具体

性も損わないようにしようとする場合に可能な限り考慮されるべき特定の歴史的、文化的、社会的

条件のもとに生じるような現象でないかどうかを問われねばならない。確かに西谷は、ニヒリズム

的発展の「機械化」、「極限に達する時」、「極限状況」について述べる（NKC 10, 96）とき、こ

の問題に対してその種の具体性を認めているように見える。しかし、「人間が非人間化され、機械

化されつつある」（NKC 10, 101）ことは「空」の立場によってのみ「克服しうる」（NKC 10, 102-
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ハイデガーと西谷の構想（Entwürfe）は、哲学の根源的挫折の叙述、およびそこから帰結

してくる近代的自己の存在の仕方の根本的変化への要求のゆえに説得力をもつ。当然のこ

とながら、挫折と変化は主観性の成果として理解されてはならない。それらは偶然的な仕

方で「性起する」のである。今や明らかなのは、ハイデガーと西谷は形而上学の終焉およ

び思考の有限性への洞察への唯一可能な答えを与えなかったということである。他の可能

な答えへの手掛かりを、われわれは以下で考察される和辻の倫理思想のうちに見出だすで

あろう。  

 

 

5. 

 

ハイデガーや西谷とは異なり、和辻は形而上学を完全に挫折してしまったものと見なす

ことはないが、しかし形而上学には重大な不足があることを認めている。それはとりわけ

近代以降の倫理思想に関係している。ハイデガーや西谷と同じく、和辻は近代哲学の主観

性哲学的な基礎づけ的思考に対して懐疑的であり、その倫理的根本概念の脱実体化には賛

同する。しかるに、この脱実体化作業は古今東西に渡る対話として行なわなければならな

い、と和辻は考えている（WTZ 9, 37-129 を参照）。彼が志しているのは、決して「別の元

初」の促進ではない。和辻の解釈学的な歴史理解はハイデガーと西谷のそれと根本的に異

なっているため、規範性の問題は彼の倫理思想をもとにすることでより建設的に検討する

ことができるだろう。  

 

西谷と同様に和辻にとっても、「自他不二」（WTZ 10, 36 u. passim）は人間の存在論的な

根拠のなさと思考の有限性を示す証左である。しかし西谷と違い、和辻は宗教哲学的にで

はなく弁証法的にこれを解釈する。というのも、和辻がとりわけ関心をもっているのは、

いかにして倫理的な生活様式が獲得され、その確かさに到達するかということだからであ

る。弁証法のうちに、彼は実体存在論的な前提を引き合いに出すことなしにこの問いを追

究する道を見ていたようである。彼はその解明の鍵を生活様式が展開され、獲得されると

ころの「実践的行為的連関」（WTZ 10, 11 u. passim）の構造に見出だす。和辻は、実践的行

為的連関のうちに具体化される「人間」を個人と共同体という二つの観点において区別し

た。「間・間柄」（WTZ 10, 12 u. passim）としての人間の本質規定は、個人と共同体とが互

いに関わり合うことを可能にするための基礎をなすとされる。しかも、行為の構造それ自

 
3）と指摘することで、彼は先に一方で述べたことを他方で取り下げているのである。同様に存在

の歴史をいかなる歴史的具体性ももたせずに構想したハイデガーにも同じ疑問が向けられねばな

らない。特に彼の近代哲学に関する論述は多くの点で粗描的なものであるから尚更である。ハイデ

ガーが訴える明け開けの明光にあっては、カント以来哲学がハイデガー（さらに西谷と和辻）によ

って批判されるデカルト主義への応答を試みてきたということが影に覆われている。解釈学的な正

しさはここでそれほど重要ではなく、むしろ重要なのは、ハイデガーの語りには主観性の哲学に見

られる実体思想と近代初期の人々の表象主義に代わる真のオルタナティブが見落とされていると

いうことである。このテーゼはロバート・ピピンによって力説されている。Pippin（1999）を参照。 



徹底的な有限性（ハンス=ペーター・リーダーバッハ） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.14 2020 

105 
 

身もまた弁証法的な構造を有している。というのも「それ〔すなわち行為〕は自と他とに

別れたものが自他不二において間柄を形成するという運動そのものである」（WTZ 9, 141）

からである。24 

 

上述のように、和辻倫理学の中では、人間存在の二重構造、二重否定の弁証法、行為の

構造といった三つの契機の間には密接な関連があり、しかもその諸契機はまたその関連そ

れ自身において弁証法的な構造をもっている。その際、弁証法は生活様式の形成過程を指

し示し、この過程には人間の個人的社会的二重構造が具体化されている。しかるに、人間

の二重構造が生活様式の風土的歴史的連続性に反映されると和辻は考えている。彼によれ

ば「我々の自由なる形成」（WTZ 8, 12）において「間柄そのものが未来へ出て行くのであ」

（WTZ 8, 18）り、この過程を経て「我々は祖先以来の永い間の了解の堆積を我々のものと

しているのである」（WTZ 8, 12）。風土的歴史的な有限性をもつ人間存在を探求する哲学

的思考もまた有限的である、と和辻は考えている。なるほど彼にとって、「哲学的認識は

本質的には歴史的認識であ」（WTZ 9, 184）り、人間の「了解に充たされている」「表現」

（WTZ 9, 183）を通じて、「伝承的な概念を、その作られた源泉に返し、批判的に掘り起こ

す」（WTZ 9, 184）営みである。25 

 

実存の有限性および哲学的思考の有限性が人間の空間的時間的・風土的歴史的二重構造

に存するという前提に基づき、和辻は『存在と時間』の中で十分に顧慮されていなかった

人間の行為、共存在、空間性などの現象に注意を払い、彼独自の有限性の哲学を展開した。

和辻が、ハイデガーと西谷の有限性の思索の中で顕著となった人間の世界関係の背景たる

規範性の問題にどのように取り組んだかを以下に検討してゆきたい。  

 

間柄の概念によって、和辻は西洋哲学における関係のカテゴリーに相当する概念を導入

している。26ただし実体存在論の文脈においては、関係はその関係項（Relate）を顧慮する

ことにおいてのみ考えられうる。厳密に言えば、そのような関係は自立的なカテゴリーで

はない。別の言い方をするなら、それは「事物のうちに基礎をもってい」なければならず、 

27

したがって固有の存在をもたない。28和辻はこの関係を逆転させ、間・間柄に関係項に対す

る優位を割り当てる。それゆえ彼は個人も共同体もいずれも実体として考えられてはなら

ないと主張することができるのであり、その結果、一方が他方に対して存在論的根拠を与

えるということはないのである。それゆえに和辻は、「個人も全体もその真相において『空』

であり」（WTZ 10, 17）、「いずれも『先』であることはできぬのである」（WTZ 10, 107）

 
24 本来ならば、「時間性空間性の相即」（WTZ 10, 235）と「人間の歴史的・風土的二重構造」（WTZ 

8, 16）を取り上げねばらないだろう。ただ紙幅の都合上それは断念せざるをえない。  
25 和辻の解釈学的方法の批判的評価として、嶺（2002）55-74 ページを参照されたい。  
26 Aristoteles（2006）19 ページ以下を参照。  
27 Böhme（1998）235 ページを参照。  
28 アリストテレスは『範疇論』の第 7 章を次のように断言して締めくくっている。「いかなる本質

存在も関係的なものに属さないという主張はおそらく真であろう」。Aristoteles （2006） 24 ページ

を参照。  
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と言うことができるのである。こうして彼は実体存在論の呪縛から逃れようとした。それ

ゆえ間柄の概念を用いることで、世界内存在を、超越論哲学的な基礎づけモデルに基づく

ことも、またラディカルな偶然ないし挫折に基づくこともなく記述することは可能である

と彼には考えられている。というのも、「人間」とは、超越論的主観性でもなければ、不

安や死の孤立においてのみおのれの存在構造を理解できる現存在でもないからである。し

たがって和辻は、世界の意味が間柄的な行為においてどのように「形成される」か、そし

てこの意味が、そこからハイデガーのように世人（das Man）への頽落が生じることなくど

のように理解されうるかを示そうと試みるのである。  

 

気遣いを挫折の観点から分析したハイデガーに対し、和辻は実践的行為的連関に基づく

人間の世界関係をその成就の観点から検討している。この所以は和辻が「人間存在の理法」

（WTZ 10, 141）と称する事柄にあり、しかも人間存在の二重構造、二重否定の弁証法、行

為の構造の諸契機に関連している。一言にして言えば、人間存在の理法が人間の二重構造

を反映する二重否定の弁証法の運動によって実現されており、その実現は（行為として）

人間の世界関係の成就を意味するのである。「人間存在の理法は、絶対的否定性の自己へ

の還帰の運動である。何らかの共同性から背き出ることにおいて己れの本源から背き出た

人は、さらにその背反を否定して己の本源に帰ろうとする。この運動もまた人間の行為と

して個別性の止揚、人倫的合一の実現、自己の根源への復帰を意味するのである」（WTZ 

10, 141）。 

 

それゆえ、和辻倫理学における否定性は『存在と時間』における否定性とはまったく違

う方向性を有している。つまり、和辻が否定性に求めているのは「自己の根源への復帰」

（WTZ 10, 141）であるが、それは気遣いの挫折の証左たる不安や死における人間の孤立に

至る運動ではない。和辻が目指しているのはむしろ、行為の成就を確保できる絶対的否定

性の解明である。というのも、有限的な人間存在が世界内存在の意味を自覚できる根拠は、

分離と結合とに別れた二重否定の運動のうちにあるからであり、しかもこの運動は本来性

に至るのである。「すなわち人々は可能的な人間結合に対して不思議なほど強い関心をか

ける。それは可能的な結合に向かう方向が究極において人間の本来性に還ろうとする方向

にほかならぬからである」（WTZ 10, 197）。結局のところ、人間が世界関係の有意義性を

自覚できるということは、上述の間柄概念に関連している諸契機の働き合いが人間存在の

理法を実現する運動であることによるのである。つまり、人間存在の動的構造を実現する

行為は必ず成就し、本来性に還ると言わなければならない。  

 

これに対し、二重否定の運動の停止は行為の挫折につながり、非本来性の原因となる。

和辻にとって、ハイデガーの本来性概念が非本来性を意味している理由はここに見出され

る。実際、間柄の観点から見れば『存在と時間』における不安や死の中では二重否定の運

動が停止されている。というのも、現存在が気遣いの全体性を開示することによって獲得

した存在理解は、規範的理念や尺度として、日常的交渉においては積極的な役割を果たせ
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ず、現存在は本来性を維持しながら人の間に還ることができないからである。これに対し、

和辻が考えるように、人間存在の二重構造の自覚が日常的行為に規範的な方向性を与える。

つまり和辻によれば、「行為自体がその本源への還帰の方向であるがゆえにヨシとせられ

るのである」（WTZ 10, 141）。したがって人間は、気遣いの成就はどういうことだったの

かを理解するために、気遣いの挫折を通らなくてもよい。むしろ、挫折しうるために、気

遣いが成就しなければならないのである。この事柄をさらに明らかにするために、死の現

象の例を挙げ、和辻と西谷・ハイデガーとの、否定性の議論との関係から見て決定的な重

要な違いが現れている部分を示すことにしよう。  

 

和辻によれば、「人間の死には、臨終、通夜、葬儀、墓地、四十九日、一周忌等々が属

している」（WTZ 10, 233）。これらの言葉は言うまでもなく、現存在の時間性に固着した

がために死がもつこうした慣行の連関を非本来的なものと見なさざるをえなかったハイデ

ガーに対して向けられており、そして和辻は次のように付け加える。「人間存在の全体性

は彼の手から洩れているのである」（WTZ 10, 233）。さらにまた西谷も「大死」をめぐる

論述のもとではこのような現世的側面に関わることはない。ハイデガーにおける死は、既

に見たように、「時間性の有限性」を際立たせるものであるから、死にいかなる意義も認

められえない。西谷においては世界と人間は大死において生まれ変わる。これには確かに

意義があるが、ただし意義がどこから出てくるのか、意義はどのように正当と認められう

るのかは分からない。それに対して和辻においては、死は人間がそのつどの行為において

理解しつつ現実化していく共同慣行の中に埋め込まれているがゆえに意義をもつ。人間存

在の最も固有な可能性としての死があらわにするのは、人間の世界関係の成就なのであり、

この成就には「人間の有限的・無限的二重性格」（WTZ 8, 16）が存している。「人は死に、

人の間は変わる、しかし絶えず死に変わりつつ、人は生き人の間は続いている」（WTZ 8, 

16）、と和辻は言う。これに対し、死を「個人的時間性」（WTZ 10, 233）の観点からしか

視野に入れられなかったハイデガーの「時間性は歴史性として具体化することなく」（WTZ 

10, 233）気遣いの全体性を基礎づける役目を果たしているがゆえに、『存在と時間』では、

歴史的生活様式における気遣いの積極的な側面が見失われている、と和辻は指摘している。 

 

『存在と時間』と比較して、『倫理学』における死は人間を日常的な世界内存在を超越

させるような性起ではないが、しかし死のいわば内世界的な捉え方によって、和辻がハイ

デガーの直面した問題を回避できたと言えるわけではない。既に見たように、ハイデガー

が直面した問題においては、死や不安の超越的な場から、規範的に正当化されうる内世界

的交渉へと至るあらゆる道が閉ざされている。これに対し、和辻が直面している問題は、

成就する行為のもとでその挫折を説明することが困難となるというものである。というの

も、「全体性の回復の運動」（WTZ 10, 26）、または「自己の根源への復帰」（WTZ 10, 141）

がいわば必然的に共同慣行の成就につながるのであれば、慣行の規範的正当性はその具体

性を喪失してしまうからである。端的に言えば、ハイデガーの未規定の否定と和辻の未規

定の肯定とが対立しているのである。和辻の場合、人間存在の理法をもとにして、風土的
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歴史的生活様式の形成の規範的方向づけは解明できない。和辻がこの問題に陥ってしまっ

た所以は彼の弁証法の一面性にあると思われる。さらに言えば、弁証法の欠陥が和辻解釈

学の一貫性の欠如にもつながるのである。和辻倫理学における否定性に関する諸問題をこ

れらの側面を手掛かりにしながら検討したい。  

 

第一に、弁証法の側面である。和辻倫理学の中で、二重否定の弁証法は実践的行為的連

関を形式化することにより、間柄の動的構造を明らかにする役目を果たしている。要約す

れば、和辻の基本主張とは間柄と行為の弁証法的連関に基づき人間存在の根本理法と人間

存在の間柄的構造とが表裏一体をなしている、ということだと理解できよう。しかも彼の

考えにしたがえば、間柄の動的構造のうちに人間存在の非実体的な記述の可能性があるこ

とを我々は見てきた。こうした諸前提の下では、和辻が提示した、二重否定の弁証法の最

も包括的な解説は難解である。彼は言う。「個人は全体性の否定であるというまさにその

理由によって、本質的には全体性に他ならぬ。そうすればこの否定はまた全体性の自覚で

ある。したがって否定において個人となるとき、そこのその個人を否定して全体性の実現

の道が開かれる」（WTZ 10, 26）。この箇所では和辻は、個人と共同体（全体性）のいずれ

にも相手に対する優位は認められていない、という彼自身の洞察とは反対のことを述べて

いる。つまりここには、彼がいかに個人をもっぱら全体性から規定しているかが明らかに

示されている。29 

 

結局のところ、和辻の弁証法は循環的である。それは始まった地点、すなわち全体性・

共同体において終わる。挫折しうるのは個人だけであり、共同体ではない。ただし、個人

が挫折せざるをえないのは、人間存在の間柄的構造から見れば、必然的なことではないだ

ろう。というのも既に見たように、和辻は間に関係項に対する優位を割り当てるからであ

る。それゆえ、全体性が個別性を一面的に規定することには論理的な根拠はない。しかし、

和辻が還帰の運動を形式的に理解しようとしているのは明らかであり、この理解は、間柄

の存在論的構造を風土的歴史的具体性において把握しようとする彼の要求との緊張関係を

なしていると言わざるをえない。つまり、和辻の間柄主義（relationalism）は形式的な性格

をもっているがゆえに、生活様式における行為がどのようにして規範的な方向性を得られ

るのか、という問いに和辻は答えられない。この問題は、間柄の歴史的形成における実践

的了解を「理論的な理解に化」（WTZ 9, 184）することを求める和辻解釈学にもつながっ

ている。  

 

 
29 有力な和辻批判によれば、彼は「全体性」がもつ構造的に存在論的な意味を、「共同体」がもつ

実在的に存在的な意味と混同している。嶺（2002）91 ページを参照。確かにハイデガーの基礎存

在論から和辻の倫理思想を検討することには意義があるが、しかし、規範性の問題に関してハイデ

ガーが直面している問題に和辻もまた直面していることを考慮するならば、和辻倫理学を『存在と

時間』に提供された解釈の枠組みから外さなければならないのではなかろうか。この点については、

リーダーバッハ （2018）を参照。  
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第二に、解釈学の側面である。和辻が「人間の行為」を「全体性の回復の運動」として

（WTZ 10, 26）、あるいは「自己の根源への復帰」（WTZ 10, 141）として規定する場合、

それは否定性に関する彼の説明としてまず問題のある部分である。しかしその一方で彼は、

この行為における運動は「けっして盲目ではなく、一定の間柄を形成するように動いてい

る」（WTZ 10, 38）と述べる。さらに彼は「かかる意味において我々は実践的行為的な連関

がすでに実践的了解を含んでいる」と主張する（WTZ 10, 38）。了解なしには行為はなさ

れない。実践的了解の対象は、「身振り、表情、動作などより、言語、風習、生活様式な

どに至るまで、すべて人間の表現でありつつまた間柄を構成する契機となっているのであ

る」（WTZ 10, 38）。しかし行為は常に他者と関わるものであるから、そのつどの諸行為の

規範的適切さについての同意がなければならない。同意がなければ、行為は確かに「盲目」

ではないだろうが、しかし間柄の規範的要求にあって絶えず挫折せざるをえないだろう。

和辻によれば、行為が成就するための条件は個人の全体性への還帰に存している。それゆ

え、行為の成就は全体性の保持への貢献に過ぎず、その歴史的な変化を促進するものでは

ない。しかし、全体性の挫折がなければ規範の歴史的な変化もないだろう。絶対的否定性

の弁証法的運動において結局のところ常に行為する個人だけが挫折しうるということは、

和辻が規範性の問題を看過していたことの間接的な証拠である。全体性への還帰は彼自身

にとって既に規範を満たすことである。「最高の価値は絶対的全体性であり、それへの

aspiration（上昇衝動、熱望）が『善』なのである」（WTZ 10, 142）。これが和辻の言おう

としていることだとすれば、彼の『倫理学』は哲学的にはおもしろみに欠ける慣習主義

（Konventionalismus）以外の何ものでもなくなってしまうのではないだろうか。  

 

しかしその一方で和辻は、了解と行為は常にまた変化を含んでいるということも分かっ

ていた。彼によれば、「実践的な了解は〔中略〕その表現において発展するところの了解

なのである」（WTZ 10, 38）。しかしそれが「我々は祖先以来の永い間の了解の堆積を我々

のものとしているのである。〔中略〕我々は〔中略〕自己了解において我々自身の自由な

る形成に向かっているのである」（WTZ 8, 12）ということなのだとすると、「人倫の根本

原理」を「絶対的全体性の実現」（WTZ 10, 26）として把握することを求める和辻の主張は

挫折してしまう。このことが、規範性の問題に関する議論を放棄できないことが弁証法の

挫折において明らかになるということを言っているのだとすれば、その場合には特に不都

合はない。問題は、和辻のように、世界と倫理の意義は単純に「性起する」わけではなく、

主体による特定の活動によるものだということに固執する場合である。行為は「けっして

盲目ではない」（WTZ 10, 38）と和辻は言う。我々はこの引用箇所を次のように言い換え

ることができる。「規範なき間柄は盲目であり、間柄なき規範は空虚である」と。  
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6. 

 

和辻や西谷、そしてまた言うまでなくハイデガーが苦労している問題とは、実体存在論

の概念によっては言い表すことのできない事態にふさわしい言葉を見つけるということで

ある。詩的な言葉や宗教的色合いをもつ言葉を用いることなく、非‐実体存在論的に考え

ることが可能かどうかという問題は、こうした文脈のうちにある。ハイデガーと西谷はき

っと不可能だと言うだろう。彼らにとって形而上学の終焉あるいはニヒリズムの終焉はい

かなる他の選択肢も許容しない。彼らにとって哲学は基礎づけの要求と確実性の要求とと

もに終わったのである。それゆえに彼らは基礎づけおよび確実性をもとうとすることをす

べて拒絶し、「別の元初」やあるいは「大死」に期待をかける。それに対して和辻は、ハ

イデガーや西谷の哲学史的診断を共有しない。哲学に対する彼の立場はより繊細である。

それゆえ彼は、思考の有限性への洞察から生じてくる伝統的な基礎づけの要求への懐疑に

真剣に取り組むための別の可能性を提示することができる。たとえ彼の弁証法が広範囲に

渡って修正を必要とするものであるとしても、それでも和辻によって規範性の問題の主題

化が可能になるということは認められねばならないだろう。ここにはハイデガーと西谷の

盲点が潜んでいる。なぜなら、彼らが取り上げている問題は「始められること」であるの

に対し、和辻が取り上げている問題は「つづけなければならないこと」だからである。「別

の元初」や「大死」の後でさえ共同慣行があるであろうし、その慣行を持続させるために

は相互の正当化が必要である。そもそも、このような相互の正当化がどのような規範的基

礎に基づくべきかという問題は、「少数の人々」や「稀な人々」に任せるわけにはいかな

いだろう。ましてや、個人を必ず挫折させる「全体性」に任せることもできない。いずれ

にせよ、西谷と和辻との対照の中で明らかとなったのは、ハイデガーが力説した思考の有

限性という条件のもとでは規範性の問題を考えることは困難となった、ということである。

しかし、規範性の問題は決して回避できない問題なのである。  

 

冒頭で述べた上田の徹底的な遠近法主義もまたこの問題は回避できない。ハイデガー流

の哲学的な歴史観の説得力の欠如はともかくとして、「様々な世界内存在の仕方に見出せ

る自己と世界の諸理解を新たな仕方によって自覚すること」の促進を通して、哲学そのも

のを拡大し、変質させようとする営みこそ、規範性の問題に直面せざるをえない。哲学す

ることの新たな仕方においても、いかに正当性を得るのか、正当性を付与する権威者は誰

なのか、といった問題が発生するだろう。 30 

 
30 ヴィトゲンシュタインの言語ゲーム理論を借用し、上田の遠近法主義をさらに展開しようとする

デーヴィスは、「哲学する」という言語ゲームのルールを変える必要がある、と主張した。Davis 

（2020） , 63-4 を参照。そのため、超越論的な言語ゲームを措定することはできないことをデーヴ

ィスは承知していると思われるが、しかし、言語ゲームのルールに従いながらそのルールを変化さ

せるという営みがいかに遂行されうるかに関して、デーヴィスは言及しない。“We are called on not 

simply to be bystanders and observers, but rather to take part in reformulating as well as playing the language 
game; we are called on not just to play along but to critically think about how the rules and terms of the game 

have been determined and how they perhaps should be revised.”と彼は言うのだが、  ポストモダン的な

「何でもあり」（anything goes）を標榜しない限り、「批判的に思考する」ことの正当性を確保でき

る諸規範を誰がどのように規定するかという問題は回避できないだろう。  
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Dana VILLA (University of  Notre Dame) 

 

 

I. Introduction 

 

In this essay I want to suggest that the antagonism many critics feel towards Arendt's 

attempt to conceptualize action as an end in itself – as a “pure” form of praxis – rests on a 

fairly basic misunderstanding. 

What is this misunderstanding? It is the idea that Arendt's theory of political action 

is primarily a normative theory directed against either: a) the advent of mass democracy and 

its attendant pathologies; or b) the rise of the social and the reduction of politics to economics 

that accompanies it. To be sure, both these events play a central role in Arendt's thought. But 

her theory of political action is misunderstood if it is seen as essentially a reaction to one or 

both of these "late modern" tendencies. Framed in this way, there seems little doubt that 

Arendt is pursuing a rearguard "elitist" strategy against the increasingly inclusive and increasingly 

social-character of politics in the modern age. 

This framing of Arendt's political theory is, however, wrong. While useful to her 

critics, it fails to take sufficient account of her intellectual trajectory. This was a trajectory 

from the attempt to understand how the supremely destructive political phenomenon of 

totalitarianism became possible in the heart of civilized Europe; to a deeper engagement with 

the proto-totalitarian tendencies underlying the thought of Karl Marx; to – finally – a full-

fledged and remarkably deep engagement with the Western tradition of political thought 

from Plato to Marx. This is a tradition which Arendt increasingly came to view as anti-

pluralistic and (indeed) anti-political in many of its most characteristic tropes, concerns, and 

conclusions. 

We can characterize the main phases in this intellectual trajectory in "methodological" 

as well as substantive terms. Arendt, we might say, moves from the hermeneutic-analytic 

attempt to understand the constellation of events, practices, and mentalities that made 

totalitarianism possible; to the genealogical attempt to locate proto-totalitarian tendencies in 

the thought of Karl Marx (the inheritor of many of the Enlightenment's most cherished 
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political and social hopes); to, finally, a "deconstructive" encounter with the Western tradition 

of political thought itself. This encounter is driven by the desire to recover the experiential 

basis of a "genuine" or authentic politics centered on human plurality, speech, and the 

exchange of opinion in the public sphere. This layer of experience – "the political" in its original 

(Greek) incarnation – had been "covered over" by a fabrication model of action, a model 

installed by a philosophic tradition deeply hostile to human plurality and the "irresponsibility 

and uncertainty of outcome" it apparently created in the public-political realm. 

It is at this level – and not at the level of any supposed existentialist contempt for the 

"inauthentic" they-self (das Man) – that we encounter Arendt's real debt to Heidegger. This 

debt has nothing to do with the politics of either Heidegger or the so-called "political 

existentialists." Indeed, it is difficult to think of a deeper critic of Heidegger's philosophical 

politics – not to mention other fascist-leaning intellectuals – than Hannah Arendt.  Rather, 

the debt is – if I may put it in these terms – more "methodological" in character. It concerns 

not the substance of the political (about which Heidegger and Arendt were in total disagreement), 

but the manner in which one might go about recovering experiences and meanings that a layer 

of obfuscating tradition had plunged into obscurity, if not complete oblivion. To quote 

Arendt's well-known characterization of her friend Walter Benjamin's "method," a method 

which had remarkable affinities to both Heidegger and her own: 

 

...this thinking, fed by the present, works with the "thought fragments" it can wrest from the past 

and gather about itself. Like a pearl diver who descends to the bottom of  the sea, not to excavate 

the bottom and bring it to light but to pry loose the rich and the strange, the pearls and the coral in 

the depths and to carry them to the surface, this thinking delves into the depths of  the past – but 

not in order to resuscitate it the way it was and to contribute to the renewal of  extinct ages. What 

guides this thinking is the conviction that although the living is subject to the ruin of  time, the process 

of  decay is at the same time a process of  crystallization, that in the depth of  the sea, into which sinks 

and is dissolved what once was alive, some things "suffer a sea-change" and survive in new crystallized 

forms and shapes that remain immune to the elements, as though they waited only for the pearl diver 

who one day will come down to them and bring them up into the world of  the living – as "thought 

fragments," as something "rich and strange," and perhaps even as everlasting Urphänomene.1 

 

 
1 Hannah Arendt, Men in Dark Times (New York:  Harcourt Brace and Company, 1968), pp. 205-

206. 
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This passage gives a more or less precise description of what Arendt herself was up to 

when she attempted – against the entire weight of the tradition from Plato to Marx – to 

"recover" praxis in its "pure," pre-philosophic form. This recovery finds its fullest articulation 

in the chapter on action in The Human Condition. The point of that chapter is not – as many of 

her critics have charged – to resurrect a long-gone polis politics. Rather, it is to delve behind or 

beneath the intervening layer of our philosophic tradition – a tradition hostile in many respects 

to politics – in order to bring forth, in "crystallized" form, the phenomenological basis of 

politics as practiced by diverse equals in a public space. As Arendt says in her Benjamin essay, 

"the Greek polis will continue to exist at the bottom of our political existence – that is, at the 

bottom of the sea – for as long as we use the word 'politics'."2
 

Like Heidegger, whose own thinking was characterized by a "digging quality peculiar 

to itself," Arendt's thought was driven by a desire to "get to the bottom," to bring up 

something "rich and strange" that would serve not as a model, but as a means to put our most 

ossified prejudices about the nature of politics into question. The value of a book like The 

Human Condition is not to be found in any set of prescriptions it supposedly offers about the 

public realm (what to let in, what to keep out – or, more pointedly, who to let in and who to 

keep out).  Rather, it is to be found in the glimpse it offers us of a "pure" praxis, a praxis prior 

to its philosophical conceptualization and subsequent "dis-essencing." This project – which 

proceeds, to quote Arendt, through an enormous "distillation" of Greek and Roman "non-

philosophical literature...poetic, dramatic, historical, and political writings, whose articulation 

lifts experience into a realm of splendor which is not the realm of conceptual thought" – has 

a quite specific, "non-normative" goal.3 In the words of George Kateb, it aims to "do what 

has never been done." It aims to "supply a philosophical account of the meaning of political 

action" considered as an "end in itself" – that is, as the center of a certain (lost or forgotten) 

way of life.4 

But why the need to "go to the bottom," to seek out the "rich and strange"? Why is 

providing us with a glimpse of "pure" praxis so important? In order to understand Arendt's 

"deconstructive" strategy (and I use the word "deconstructive" in its original Heideggerian, 

not Derridean, sense), I will have to say a word or two about Arendt's reading of the "great 

 
2 Ibid., p. 204. 
3 Hannah Arendt, Between Past and Future (New York:  Penguin Books, 1977), p. 165. 
4 George Kateb, Hannah Arendt:  Politics, Conscience, Evil (Totowa, NJ:  Rowman and Allenheld), p. 

7. 
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tradition" of political thought from Plato to Marx. For it is only with this reading in mind – a 

reading found in The Human Condition, but also in On Revolution as well as the essays in Between 

Past and Future – that we can make sense of her theory of political action, her conception of 

the public realm, and (last but not least) her intellectual debt to Heidegger. 

 

 

II. Heideggerian Themes in The Human Condition 

 

In The Human Condition, Arendt notes that political action, as performed by a plurality 

of actors in a defined public space (such as the Athenian assembly or agora), has several 

irreducible features. First, it presupposes a condition of civic equality or "no-rule" – isonomia, 

as the Greeks would call it. This means that an authentically political public space is one 

characterized not only by the absence of coercion or violence (such as master inflicts on a 

slave, or a ruler imposes on his subjects), but by the absence of the sort of authoritarian 

hierarchy Plato and (to a lesser degree) Aristotle wished to introduce into the Greek political 

world through their political philosophies. 

Second, it presumes a genuine plurality of actors – that is, a wide range of individual 

citizens who see "the public thing" from different perspectives. As Arendt puts it, "the reality 

of the public realm relies on the simultaneous presence of innumerable perspective and 

aspects."5 Such perspectives are not a given, nor are they a function (as we like to think today) 

of one's "identity" or affinity group. Rather, such perspectives are the articulation of an 

individual point of view, an articulation that occurs only through the active formation and 

exchange of opinions with others.  "Opinions," Arendt writes, " never belong to groups but 

exclusively to individuals. [They] will rise whenever men communicate freely with one another 

and have a right to make their views public...."6 Doxa is not a deficient mode of appearance, 

somewhere between genuine knowledge of reality and complete ignorance or non-being.7 It 

is, rather, the essential medium of a political way of being-together. 

Third (and following from the previous two), the essential mode of political action is 

persuasive speech. It is through argument, deliberation, and rhetoric that political equals not 

 
5 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago:  University of Chicago Press, 1958), p. 57. 
6 Hannah Arendt, On Revolution (New York:  Penguin Books, 1977), p. 227. 
7 Plato, Republic, 474b-480. 
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only communicate and decide what to do, but also reveal themselves – their unique identities 

– and their understanding of the world they share. This is the arch-Arendtian theme of action 

as both world- and self-disclosive, a theme which Arendt obviously borrows from Heidegger's 

conception of human being as essentially disclosive or revelatory in nature (the Da of Dasein).8   

We should not, however, allow Arendt's strong emphasis on the "revelatory" character of 

speech and action obscure her essential point. This is that persuasive speech – the kind of 

speech found in assembly debates, political argument in the marketplace, and constitutional 

deliberations of all sorts – is the only mode of political action befitting a world of civic equals.   

As is well-known, her entire conception of political action – elicited in large part from the 

talkative political world of Periclean Athens – is one that places all forms of violence, coercion, 

and hierarchy outside the sphere of distinctly political relations. 

Fourth, political speech – understood as the open-ended debate and deliberation of 

diverse equals – is, "properly speaking," about politics. That is, political speech is (at least 

implicitly) about the structure of laws and institutions – the constitution, if you will – of a 

particular public-political world. 

The thesis that "the content of politics is politics" strikes us as paradoxical. It is seen 

by many of Arendt's critics as the reductio ad absurdum of her misguided insistence on a 

"pure" or self-contained conception of action and the public realm. The thesis becomes less 

paradoxical when we realize that Arendt is talking about the legal and institutional structure 

that makes the public and private freedom of citizens – not to mention their equality – possible 

in the first place. Political speech is speech about the creation, preservation, and health of 

this (institutionally-articulated) public world. Of course, "social" concerns are important in 

their own right. However, at a moment in America when the constitutional structure of our 

public world is under attack by a "unitary Executive branch," such a "narrow" focus on the 

public-political world is perhaps not entirely misplaced. 

Fifth and finally, political action thus understood – as the speech and action of diverse 

equals, taking place in a constitutionally articulated public realm, and concerning the health 

and care of this very "space of freedom" – is subject to what Arendt (in The Human Condition) 

calls a pervasive frailty.  The basic fact of human plurality suffuses the political world 

entirely. As political actors, we "always moves among and in relation to other acting 

 
8 Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (New York:  

Harper and Row, 1962), section 43. 
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beings." Hence the political actor is, as Arendt reminds us, "never merely a 'doer' but always 

and at the same time a sufferer." Indeed, "to do and to suffer are like opposite sides of the 

same coin."9
 

This dual quality of political action flows from what Arendt calls its "boundlessness." 

Any given action in the public sphere generates unlimited consequences, if only because it acts 

into a medium "where every reaction becomes a chain reaction and where every process is 

the cause of new processes."10  Hence, in the public realm, "one deed, and sometimes one 

word, suffices to change every constellation." This boundlessness of political action is one reason 

why action rarely, if ever, achieves its goal. Arendt refers to this dimension of action as its 

apparent futility. Finally, the "boundlessness" of action – itself a function of action's occurrence 

in a context of a plurality – yields an inherent unpredictability of outcome. We can never know 

in advance what action – with its ability to "change every constellation" and create potentially 

"boundless" consequences – is going to result in. 

Taken together, the futility, boundlessness and uncertainty of outcome that 

characterize action make it appear one of the most vulnerable, if not ephemeral, of all human 

activities. Indeed, it was precisely because of this vulnerability and ephemerality – and the 

apparent lack of moral responsibility they generated – that philosophers from the time of 

Plato and Aristotle on down have "re-coded" political action, substituting making or fabrication 

for a form of activity originally grounded in the human condition of plurality.  By treating 

praxis as a form of poesis, and the political actor as more like a solitary craftsman than an agent 

interacting with other agents, the Western philosophical tradition has succeeded in eliminating 

many of the various "calamities" of action. As Arendt puts it in a supremely important passage 

from The Human Condition: 

 

It has always been a great temptation, for men of  action no less than for men of  thought, to find 

a substitute for action in the hope that the realm of  human affairs may escape the haphazardness 

and moral irresponsibility inherent in a plurality of  agents. The remarkable monotony of  the 

proposed solutions throughout our recorded history testify to the elemental simplicity of  the matter. 

Generally speaking, they always amount to seeking shelter from action's calamities in an activity where 

one man, isolated from all others, remains master of  his doings from beginning to end. This attempt 

to replace action with making is manifest in the whole body of  argument against "democracy," which, 

 
9 Arendt, Human Condition, p. 190. 
10 Ibid. 
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the more consistently and better reasoned it is, will turn into an argument against the essentials of  

politics.11 

 

In The Human Condition, Arendt is quite emphatic about the importance of what she 

calls "the traditional substitution of making for acting," even titling a central section (number 

31) after it. And, as the last line of the passage cited above demonstrates, she is equally 

emphatic about the profound and anti-democratic consequences that such a rebellion against 

the "human condition of plurality" entails. For the "calamities of action" – "the unpredictability 

of its outcome, the irreversibility of its process, and the anonymity of its authors" – all arise 

from "the human condition of plurality, which is the sine qua non for the space of appearance 

which is the public realm."  Hence, Arendt concludes, "the attempt to do away with this 

plurality is always tantamount to the abolition of the public realm itself."12
 

In Arendt's telling, it is Plato who initiates the traditional and long-lived "substitution 

of making for acting." Seeing in fabrication an activity in which the beginner remains the master 

of the process he has initiated, Plato (according to Arendt) was the first to draw a systematic 

analogy between the specialized knowledge of the craftsman and the political wisdom of the 

statesman or ruler. Like the craftsman, the wise or moral ruler "knows" what he wants to 

accomplish – what ideals he wants to give concrete reality to – before any action takes place. 

Plato's entire theory of transcendent ideas, as well as his allegory of the cave, is nothing less 

than the attempt to draw out this analogy between the political actor and the fabricator who 

first "sees" his product as an ideal or blueprint, and then sets about to concretely actualize it.13
 

As Plato realized, within the schema of fabrication, knowledge is quite distinct from the 

activity of execution. Whereas democratic citizens in Periclean Athens exemplified (in their 

"amateur," non-specialist way) a unity of thought and action, the Platonic-philosophical 

conceptualization presupposed a radical separation – and hierarchical ranking – of these two 

faculties.  The Platonic ruler monopolized political and moral knowledge (in the form of 

science or episteme). Knowing and doing became two separate things, the latter reduced to the 

merely "instrumental" effectuation of what the former spelled out.   Every subsequent 

attempt to postulate a relation of deduction or derivation of "practice" or action from a 

theoretically determined ("scientific") discourse of Truth or Justice reiterates, in effect, the 

 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Arendt, Human Condition, pp. 225-226. 
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basic Platonic schema-and with it, the "traditional substitution of making for acting." 

It is for this reason that Arendt can claim that the "substitution of making for acting" 

characterized not just ancient philosophy, but modern as well. And this led her to make an 

even more general claim: namely, that the desire to overcome the "frailty" of human affairs 

and avoid the "calamities of action" is philosophically so strong that "the greater part of 

political philosophy since Plato could easily be interpreted as various attempts to find theoretical 

foundations and practical ways for an escape from politics altogether."14
 

It is in this claim – with its more or less explicit indictment of the "inauthenticity" of 

political philosophy since Plato – that we encounter Arendt's most radical and suggestive 

appropriation of Heidegger's "deconstructive" approach to the tradition. 

Like Heidegger, Arendt thought that traditional philosophy had projected an alien 

metaphorics onto a sphere of life that is (in some sense) the unique locus of an "authentic" 

Existenz (or a distinctly human life). For Heidegger, this sphere was the individual's care for 

his own being, a dimension of existence that needed to be radically distinguished from the 

preoccupation and "concernful absorption" of everyday life. For Arendt, this sphere was the 

public realm, a realm of freedom in which the automatism of everyday life (biological and 

economic reproduction) was overcome and "transcendence" – in the worldly form of a 

spontaneous action with others – was achieved. In this regard, one can see Arendt as, in 

effect, "spatializing" the central distinction of Being and Time, locating man's distinctively 

human freedom in the public realm, i.e., over against both the social sphere of everyday 

activity and the private realm of "care for the self." 

Traditional philosophy, on the other hand, refused to acknowledge the "groundless" 

freedom of either individual Existenz or acting with others. It preferred, instead, to install a 

set of evidently secure metaphysical standards (or "first principles") in order to guide both 

individual conduct and political life. It saw political action not as something with inherent 

value but – at best – as a mere means by which to realize "an allegedly higher good."15   In 

this sense, philosophy – understood as metaphysics or the "science of grounds" – turns its 

back on the non-sovereign character of human freedom, preferring instead to chase after 

images – not to say fantasies – of mastery and control. Arendt, in other words, takes 

Heidegger's basic theme – the tradition's substitution of a "grounded" mastery of being for 

 
14 Ibid., p. 222. 
15 Ibid., p. 229. 
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a ground-less existential freedom – and applies it to the Western canon of political philosophy. 

In so doing, she reveals a persistent effacement of action, plurality, and the non-sovereign 

freedom of the public-political realm. As she put it a central passage from her essay "What Is 

Freedom?": 

 

Within the conceptual framework of  traditional philosophy, it is indeed very difficult to 

understand how freedom and non-sovereignty can exist together, or, to put it another way, how 

freedom could have been given to men under the condition of  non-sovereignty. Actually it is as 

unrealistic to deny freedom because of  the fact of  human non-sovereignty as it is dangerous to 

believe the one can be free – as an individual or as a group – only if  he is sovereign….Under human 

conditions, which are determined by the fact that not man but men live on the earth, freedom and 

sovereignty are so little identical that they cannot even exist simultaneously….If  men wish to be free, 

it is precisely sovereignty they must renounce.16 

 

Now, one may allow that Arendt is onto something here, but still object that she has 

grossly overstated her case. To be sure, Plato and a certain "anti-political" strand of the 

Western philosophical tradition wanted to escape from the vagaries of the public realm and 

the uncertainties born of human plurality. They clearly prefer the image of the 

craftsman/sovereign, in complete control of the political world and the shaping of his subjects' 

character. But the tradition as a whole, from "Plato to Marx"?  How can she possibly make 

such a claim? 

Here we have to acknowledge that Arendt, under the sway of Nietzsche and 

Heidegger's metanarratives of Western philosophy, succumbed to the idea that philosophy 

is Platonism. Whitehead's famous one-liner – "All philosophy is a footnote to Plato" – aside, 

it is hardly clear that Western tradition of political philosophy can be so easily reduced. Plato 

may well have been extraordinarily influential in shaping that tradition, but there are clearly 

resources within it – beginning with Aristotle, as Arendt certainly knew – for thinking politics 

and plurality at least partially together. 

Yet despite a certain one-dimensionalization, Arendt's Heidegger-inspired reading of 

the tradition is, I think, for the most part on target. Even professors of political theory who 

love the canon (such as myself) have to admit that the bulk of the tradition – like the bulk of 

 
16 Arendt, Between Past and Future, pp. 164-165. 
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European culture prior to the French Revolution – is explicitly anti-democratic and anti-

egalitarian. Over and over again, it has embraced not only hierarchy, but the rationalist chimera 

of one set of correct answers to man's most enduring moral and political problems – a habit 

of mind that makes it inherently monist rather than pluralist. As a result, it has habitually devalued 

the public realm and the exchange of opinion, equating this sphere and this activity with 

ignorance, relativism, and moral irresponsibility. 

This is obviously the case with Plato. The basic tendency, however, is also clearly 

manifest in Augustine, Hobbes, Hegel, and Marx. They all have little use for human plurality 

or a "doxastic" (opinion-based) rationality. The thinkers who opt out of this "scientific" (or 

faith-based) devaluation of plurality and the public sphere – one thinks of Montesquieu, 

Tocqueville, and Mill – are generally either not philosophers, or are more concerned with 

private rather than public liberty.  Nor should we be surprised that even such "non-

philosophical" thinkers as Max Weber see political action as essentially strategic in character, just 

as they see political power entirely in light of the "sovereign" model (namely, as the ability to 

"enforce one's will" upon another).  The debate, deliberation, and judgment of equal citizens 

in the public realm has little if any place in their thought. This is also the case with respect to 

the civic republican tradition, a tradition well-known for its assertion of the importance of 

public liberty, but equally well-known for its insistence that a freedom-loving citizen body must 

be united, militarily and morally. 

In the Western tradition, then, political liberty and the public realm suffer a peculiar 

fate. They are either bracketed in favor of a ruler who monopolizes action and judgment (the 

case of Plato and Hobbes); or they are repudiated as "pagan" values (as in Augustine and 

Christianity's polemic against Roman "worldliness").17 Alternatively, political freedom and the 

public realm are demoted to a second rank status (as in Constant, Mill and liberalism generally); 

or they are asserted as positive values, but made contingent upon the curbing of human plurality 

in favor of a united, strong, and morally homogeneous citizen body (Machiavelli and 

Rousseau). 

Marxism hardly escapes this traditional and deeply set tendency to devalue plurality 

and the public realm. Not only did Marx absorb the category of praxis or human interaction 

in his concept of labor. He also thought that the transcendence of class divisions (brought 

 
17 Augustine, The City of God, trans. Gerald G. Walsh et al. (New York:  Image Books, 1958), pp. 

110-114; 308-311; 321-322; 437-471. 
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about by the overthrow of capitalism and the rule of the bourgeoisie) would issue in the 

spontaneous emergence of a clear and palpable "general interest" of society as a whole. The 

entire domain of the political could then be reduced to the "administration of things" 

performable "by any cook." As Albrecht Wellmer has rightly observed, in Marx and the 

Marxian tradition generally, there is little if any concern with the problem of the 

institutionalization of freedom.18 

 

 

III. Heidegger’s Entrapment in Productionist Metaphysics 

 

Plurality, then, does not do well by the tradition, no matter which segment of it we 

care to examine. The image of a sovereign will, of a singular moral truth, or of a morally 

homogenous "people" loom far too large in our tradition for this all-important dimension of 

political life to be given its due. Margaret Canovan is thus absolutely correct to single out the 

"emphasis on the plurality of human beings and the political space between them" as "the most 

distinctive feature of Arendt's political thought."19
 

This emphasis is not only distinctive; it is revolutionary and far-reaching in its 

implications. As Arendt reminds us, the public realm, phenomenologically construed, does not 

know the distinction between rulers and ruled. Nor does it know any "collective subjects" 

such as a "sovereign" people, the Volk, or the proletariat. As plural (individual) citizens, we are 

brought together by what lies between us – an institutionally articulated public realm. This 

realm "relates and separates" us, as a table does those who sit around it.   This relation and 

separation makes the formation of opinions possible, and opinions – the stuff of the talkative 

politics Arendt celebrates – are held by individuals, not groups or collective subjects.20 

The extraordinary salience of plurality in Arendt's thought raises an immediate 

question. If this notion distinguishes her from an overly "Platonic" tradition of political 

philosophy in general, does it not also distinguish her from her teacher, Heidegger, in 

particular? 

 
18  Albrecht Wellmer, “Reason, Utopia, and the Dialectic of Enlightenment” in Habermas and 

Modernity, edited by Richard J. Bernstein (Cambridge, MA:  MIT Press, 1985) 
19 Margaret Canovan, Hannah Arendt:  A Reinterpretation (New York:  Cambridge University Press, 

1992), p. 205. 
20 Arendt, On Revolution, p. 227.  
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The answer to this question is most assuredly "yes." For while Heidegger was quite 

aware of the importance of the distinction between praxis and poiesis, drawing attention to the 

"productionist" character of ancient Greek ontology as far back as his Marburg lectures of 

1927, his notion of authentic existenz was surprisingly devoid of a robust interactive dimension 

(his identification of Mitsein as a structural characteristic of human existence notwithstanding).    

If, as Jacques Taminiaux has suggested, Heidegger's notion of authentic vs. inauthentic existenz 

was based on the reappropriation of Aristotle's distinction, it is a reappropriation which 

washes out the importance of human plurality and interaction – what Arendt calls "the sharing 

of words and deeds."21 The largely individualist character of authentic Dasein we find in Div. 

II of Being and Time (at odds, in certain respects, with the relational and anti-Cartesian 

ontology of Div. I) is reproduced in the "authentic" community that emerges in Ch. V 

("Temporality and Historicality"). The image of a unitary people taking on the role of an 

authentic self reappears in the notorious Rektoratsrede (1933) and again in the Introduction to 

Metaphysics (1935).22  

In these texts, Heidegger emerges as an increasingly Völkisch thinker who attributes 

to the state an essentially speculative function, namely, "clearing" a space within which the 

unique destiny of a particular historical people can come to light. The "world" of an historical 

people is manifest in its political organization. Its laws, customs, and institutions do not simply 

articulate a public world. They trace an ontological horizon for the culture as a whole. Thus, the 

political association is a "space of disclosure" for Heidegger (as it is for Arendt), but a "space 

of disclosure" in the most fundamental ("primordial") sense possible. A formulation taken 

from Heidegger's 1942 seminar on Parmenides brings this speculative-ontological function of 

the political association into sharp focus: 

 

What is the polis? Polis is the polos, the pivot, the place around which gravitates, in its specific 

manner, everything that for the Greeks is disclosed amidst beings As this location, the pivot lets 

beings appear in their Being subject to the totality of  their involvement. The pivot neither makes nor 

creates beings in their Being, but as the pivot, it is the site of  the unconcealedness of  beings as a 

whole. Between polis and Being, a relation of  the same origin rules.23 

 
21 Jacques Taminiaux, Heidegger and the Project of Fundamental Ontology (Albany:  State University of 

New York Press, 1991), p. 126. 
22 Ibid., pp. 133-136. 
23  Martin Heidegger, Parmenides, trans. André Schuwer and Richard Rojcewicz (Bloomington:  

Indiana University Press, 1992), pp. 95-96. 
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This conception relates back to the idea of the polis as an example of what Heidegger 

(in "The Origin of the Work of Art" [1936]) calls the "setting-into-work-of-truth." A genuine 

work of art neither represents nor expresses; rather, it "opens" the "world of an historical 

people." As Heidegger puts it: "To be a work means to set up a world."24
 

The polis, then, is a unique, indeed privileged, instance of such a "world-disclosing" 

artwork. As such, it is made possible not by the interaction – the praxis – of citizens within an 

institutional-legal context of civic equality. Rather, it is the most fundamental and uncanny 

instance of poiesis imaginable. The polis is the work of a "creator" who engages in a polemos or 

conflict with the dark background of nature and myth, struggling to create a human world – 

a space of disclosure – amidst the surrounding darkness, which Heidegger calls "earth." The 

original agon is not between equal but competitive citizens (Arendt's "aristocratic" or Greek 

conception in The Human Condition). Rather, it is between "world" and "earth" as such, 

between "concealedness" and "unconealedness." "It is this conflict," Heidegger writes in 

1935, that 

 

...first projects and develops what had hitherto been unheard of, unsaid, and unthought. The 

battle is then sustained by the creators, poets, thinkers, statesmen. Against the overwhelming chaos 

they set the barrier of  their work, and in their work they capture the world thus opened up. It is 

with these works that the elemental power, physis, first comes to stand. Only now does the essent 

become essent as such. This world-building is history in the authentic sense.25 

 

Such "world-revealing" or "world-building" poiesis can take many forms. It can occur 

in the words of a thinker, a poet, a priest or a playwright. But, as already indicated, it is the 

city's founder – the "lonely" figure who brings forth a political world in the form of a new polis 

– who is most important. For the polis is "the historical place, the there in which, out of which, 

and for which history happens."  Such a radical or foundational beginning can occur, 

Heidegger states, only if there are "violent men" willing to "use power, to become pre-eminent 

in historical being as creators, as men of action."   Such men – founders such as Sophocles’ 

 
24 Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art” in Poetry, Language, Thought, trans. Albert 

Hofstadter (New York:  Harper and Row, 1971), p. 44. 
25  Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, trans. Ralph Mannheim (New Haven:  Yale 

University Press, 1959), p. 62. 
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Theseus – are, strictly speaking, apolis, "without city and place, lonely, strange, and alien…."26
 

I cite these passages because they reveal how Heidegger, his thematization of the 

"productionist" prejudices of Greek ontology notwithstanding, himself succumbed to the 

lure of poiesis (albeit in a "radicalized" form).   Plurality and equality are effaced, as the 

"poetic" founder-legislator performs his lonely, quasi-divine work. Using Sophocles as his 

departure point (specifically, an interpretation of the first choral ode from Antigone) 

Heidegger comes to a "conclusion" surprisingly reminiscent of Machiavelli and Rousseau. 

Everything, it turns out, depends on the availability of a singular founder-legislator. Without 

him, no polis or republic can come into being and grow into a "world" of its own.  

Nothing could be further from the Arendtian conception of a constitutional 

founding than this emphasis of the "lonely, strange, and alien" man of creative, radically poetic, 

violence. In On Revolution Arendt takes enormous pains to separate the violence that 

accompanies liberation from oppression (on the one hand) from the debate, deliberation, and 

argument that precedes the constitutional creation of a new (legally and institutionally 

articulated) "space of freedom." Hence the paradigmatic stature of the American Founders 

for her; hence her approving citation of their debates at the constitutional convention in 

Philadelphia as exemplary instances of political speech. Plurality and equality, in other words, 

attend even the ur-political moment of foundation. This is a remarkable "deviation" not only 

from Heidegger, but also from the French and Marxian revolutionary traditions (with their 

emphasis on the violence of the beginning), and from the Western tradition of political thought 

as a whole (where the myth of the "founding legislator" looms very large indeed). 

Since plurality marks not just the preservation of a new "space of freedom" but its very 

founding as well, are we not safe to claim it as Arendt's "master idea"? 

In answering this question, part of me wants to go along with Canovan. Seen in the 

context of the tradition, to say nothing of existential philosophy, Arendt is indeed the 

champion of human plurality, just as she is a champion of the dignity of the political life as such. 

That said, however, we have to note that there are important limits to Arendt's concept of 

plurality, limits that tie her back to the tradition she struggled so hard to both appropriate and 

overcome. 

Here it is helpful to be reminded of the "perspectival" effects of human plurality in a 

public sphere that has not been reduced to the spectacle of an authoritarian regime, nor to the 

 
26 Ibid. 
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privatism of a consumerist one. In The Human Condition Arendt writes: 

 

...the reality of  the public realm relies on the simultaneous presence of  innumerable perspectives 

and aspects in which the common world presents itself  and for which no common measurement or 

denominator can ever be devised.  For though the common world is the common meeting ground 

of  all, those who are present have different locations in it and the location of  one can no more 

coincide with the location of  another than the location of  two objects. Being seen and being heard 

by others derive their significance from the fact that everybody sees and hears from a different 

position. This is the meaning of  public life, compared to which even the richest and most satisfying 

family life can offer only the prolongation or multiplication of  one's own position with its attending 

aspects and perspectives...Only where things can be seen by many in a variety of  aspects without 

changing their identity, so that those who are gathered around them know they see sameness in utter 

diversity, can worldly reality truly and reliably appear.27 

 

Now, this passage evidently provides us with a way of conceiving that "community 

without unity" which has been the elusive lodestar of so many contemporary champions of 

"difference." However, Arendt's perspectival, quasi-Nietzschean formulation depends on 

two things. First, as already indicated, it presupposes a shared world-a "human artifice," a 

public- political world that is legally and institutionally articulated. Second – and more 

problematically – it presumes the presence of a substantial degree of public-spiritedness. Only 

the latter guarantees that our different perspectives on the common world will be worthy of 

the title "opinion" (in Arendt's individualist sense). Without it, the potential actualization of a 

rich politics of debate, deliberation, and opinion aborts, issuing in the vastly more familiar 

politics of divergent interests and identities. 

It is possible to chastise Arendt for wanting a plurality-based politics while eschewing 

what liberals commonly refer to as pluralism: the pluralism of interests and group identities. 

This is a "realist" objection that any robustly republican idea of politics (and Arendt's is 

certainly that) must contend with. But I want to take the plurality/pluralism distinction one step 

farther and suggest that the real problem with Arendt is not that she asks us to bracket (at 

least partially) our economic and group interests when we attend to the public-political world. 

This, I think, is something every reasonably good citizen tries to do, partly in horrified response 

to the exploitative/strategic approach to the public realm that currently reigns supreme in our 

 
27 Arendt, Human Condition, p. 57. 
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cynically "pluralist" democracy. 

No, the deeper problem has to do with a political formulation of plurality that leaves 

little to no room for the recognition of genuine (and deep-seated) moral pluralism. Arendt 

hardly yearns for a world in which our self-conception as political beings overcomes the 

distinction between homme and citoyen (the Marxian fantasy of a "human emancipation" from 

all the differences that divide us). But she does want a world in which strong citizenship, and 

the "free moeurs" that sustain it (Tocqueville), have a clear and distinct moral priority. "Care 

for the world," not for our souls, should be the dominant passion. 

This is a perfectly plausible moral stance to take. However, it is not only at odds with 

the rampant materialism of our world. It is also at odds with what many take to be their ultimate 

and most sustaining moral commitments. To put the point in Aristotelian terms: "Care for the 

public world" (as Arendt intends the phrase) presupposes a vision of the good life, and an 

attachment to public freedom, that few in our increasingly religious (and increasingly privatized) 

culture can be said to share. Citizenship has lost its luster, and there is little we can do to 

restore it. So long as Arendt's vision of a diverse public world restricts the expression of 

"plurality" to those sharing a strong civic and constitutional commitment to "the public thing" 

– so long as it fails to address the fragmentary and divided character of our public world, the 

depth of moral disagreement and the divergence of its various "tables of value" within it – 

there will be clear limits to its applicability to our contemporary "dark times." 
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This essay explores the nature and implications of  Hannah Arendt’s depth critique of  the 

Western tradition of  political philosophy from Plato to Marx.  In it, I suggest that those who 

have attacked Arendt for pursuing an overly “pure” concept of  politics have failed to take account 

of  her deeply rooted reasons for distinguishing political action from other forms of  activity.  In 

The Human Condition, Arendt provides a description of  the basic conditions, modes, and 

characteristics of  political action, including equality, plurality or diversity, persuasive speech and opinion, 

and a pervasive “frailty.”  It is the last aspect of  political action—the fact that action in the public 

sphere is characterized by futility, boundlessness, and uncertainty of  outcome—that led Plato and 

subsequent Western political philosophers to reinterpret action as a form of  making or fabrication.  

This “traditional substitution of  making for acting” effaces the essential constitutive dimension 

of  human plurality, the better to create the illusion of  a sovereign, knowing actor who remains in 

control of  his action from beginning to end.  This instrumentalization of  action has obvious 

anti-political consequences:  it separates those who know from those who execute or do, and in 

the process radically devalues persuasive speech and diversity of  opinion.  While Arendt’s 

critique of  the Western tradition of  political philosophy parallels Heidegger’s critique of  Western 

metaphysics in certain key respects, it radically distinguishes itself  from Heidegger by maintaining 

a clear and rigorous distinction between praxis and poiesis.  Heidegger’s own entrapment in the 

“productionist” paradigm that rules the tradition from Plato to Marx is seen most clearly in texts 

like the Introduction to Metaphysics and The Origin of  the Work of  Art , where he too succumbs to the 

temptation to substitute making for acting. 
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・（ ）内は筆者によるものである。また、［ ］内では原語を示し、〔 〕内は訳者による補足である。  

・原註はアラビア数字で脚註として示し、訳註はローマ数字で文末註としてまとめた。  

 

 

Ⅰ. 序論 

 

本日の講演で私は［皆さんに］次のことを考慮するよう促したいと思う。すなわち、行

為［action］を目的それ自体として―「実践」［“praxis”］の純粋な形式として―概念化

しようとするアレントの試みに対して批判者たちの多くが感じてきた敵意がかなりのとこ

ろ基本的な誤解に基づいているということである。  

この誤解とは何だろうか。それは、アレントの政治的行為論が主として次の二点に差し

向けられた規範
．．

理論であるという考えである。すなわち、a） 大衆民主主義の出現とそれ

に付随する諸々の病理、および b） 社会的なものの勃興とそれに伴う、経済への政治の還

元である。確かに、これらの出来事はどちらもアレントの思想において中心的な役割を担

っている。しかし、本質的にこれら「後期近代［“late modern”］」の傾向のうちのどちらか、

あるいはその両者への応答
．．

行為
．．

［reaction］ iとして見られる場合、アレントの政治的行為論

は誤解されてしまうことになる。このような枠組みに嵌め込むならば、現代においてます

ますすべてを飲み込みつつある―そしてますます社会的な―政治の性格に対してアレ

ントが「エリート主義的な」方策による抵抗を追求しているということに疑いの余地はほ

とんどなくなってしまうように思われる。  

しかしながら、アレントの政治理論をこのような枠組みに嵌め込むことは誤りである。

こうした枠組みは、アレントの批判者たちには便利だが、アレントの知的な軌跡について

十分な説明を与えることには失敗してしまう。これは、いかにして全体主義という極度に

破壊的な政治現象が文明化されたヨーロッパの中心において可能になったのかを理解しよ

うとする試みから始まり、カール・マルクスの思想の根底にある原初的な全体主義の諸傾

向に対するより深い関与へと向かい、そして―最終的には―プラトンからマルクスま

での西洋政治思想の伝統に対する本格的かつ著しく深い関与へと至る軌跡である。これは、

その多くの最も特徴的な語法や関心、帰結においてアレントがますます反‐多元主義的 iiで

（それどころか）反‐政治的であると見做すようになった伝統である。  

我々はこうした知的軌跡の主要な局面を、実質的な用語によってだけでなく方法論的な

用語によって特徴づけうる。アレントは、全体主義を可能にした出来事や行い、そして精

神性の布置を理解しようとする解釈的‐分析的な試みから出発し、原初的な全体主義の諸

傾向をカール・マルクス（彼は啓蒙運動の最も重要な政治的、社会的な希望の後継者であ

った）の思想の中に位置づけようとする系譜学的な試みに向かい、最終的には西洋政治哲

学の伝統そのものと「解体的」iiiに対決することへと至ったと言うことができる。この対決

を駆り立てるのは、公的空間における人間の複数性や言論、そして意見の交換を中心とす

る「真の」または本来的な政治［“genuine” or authentic politics］の経験的基盤を回復しよう
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とする欲求である。この経験の層―根源的（ギリシア的）な具体化における「政治的な

もの」―は行為の制作モデルによって、すなわち人間の複数性とそれが公的‐政治的領

域で生み出すように見える「無責任さと結果の不確かさ」に対して深く敵意を抱いてきた

哲学の伝統が差し込んだモデルによって「覆い隠されて」しまっている。  

こうした次元でこそ、アレントがハイデガーに真に負っているものに我々は出会うので

ある―そして〔それは〕「非本来的な」世人［they-self, das Man］への軽蔑においてではな

い。この、アレントがハイデガーに負っているものは、ハイデガーの政治やいわゆる「政

治的実存主義」の政治とは何の関係もない。実際、ハンナ・アレントよりも深くハイデガ

ーの政治を批判した者―ファシズム的な傾向のある知識人たちは言うまでもない―は

思い当たらない。むしろ、アレントがハイデガーに負っているものは―次の言葉で表現

してよければ―性格上、より「方法論的」である。それは、政治的なものの実質
．．．．．．．．．

（これ

についてハイデガーとアレントは完全に見解を異にしていた）にではなく、もし完全に忘

却されていないとすれば半透明な伝統の層によって薄暗さの中に投げ込まれた経験や意味

の回復に取り掛かる態度に関係する。友人であったヴァルター・ベンヤミンの「方法」に

関するアレントの有名な特徴づけを引用しよう。この方法にはハイデガー〔の方法〕とも

アレント自身〔の方法〕とも注目すべき類似点がある iv。 

 

……このような思考は、現在に養われながら、思考が過去から捥ぎ取り、思考それ自身の周りに

集める「思想の断片」によって働く。海底を堀り、海底を光へともたらすためではなく、豊かな

ものや不思議なものを、すなわち底深い海の真珠や珊瑚を梃子で弛め、それらを海面に運ぶため

に海底へと潜る真珠採り［pearl-diver］のように、この思考は過去という底深い海の中へと掘り下

げる―しかしそれはそれがあった通りに過去を生き返らせ、失われた時代の再開に寄与するた

めではない。このような思考を導くのは次のような確信である。すなわち、生きることが時代の

荒廃に従うとしても、腐敗の過程は同時に結晶化の過程でもあり、かつて生きていたものが沈み

溶解する海の底深くで、いくつかの物事は「朽ちることなく耐え忍び」、自然の力に影響されない

まま結晶化された新たな形や姿で生き残るという信念である。それらはあたかもいつかそれらへ

と降りてきてそれらを生者の世界へと運び上げる真珠採りだけを待っているかのようである―

「思想の断片」として、「豊かで不思議な」何かとして、そしてもしかすると永続する根本現象
．．．．

［Urphänomene］としてさえ1。 

 

この一節は次のことに関して少なからず精確な描写となっている。すなわち、アレント

が―プラトンからマルクスに至る伝統の全重量に抗して―プラクシス
．．．．．

をその純粋な、

前‐政治的な形式において「回復」しようとした際に何を企てたのかということについて

の描写である。こうした回復は、『人間の条件』の「行為」章で十分に明示化されている。

この章の要点は―アレントの批判者の多くが攻撃するように―遠い昔に消え去ったポ
．

リス的な
．．．．

政治を回復することではない
．．

。むしろそれは、公的空間の中で複数の対等者たち

によって実践された政治の現象学的な基盤を「結晶化された」形式において示すために、

 
1 Hannah Arendt, Men in Dark Times (New York: Harcourt Brace and Company, 1968), pp. 205-206. 
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我々の政治的伝統―多くの点で政治に敵意を抱いてきた伝統―という介在層の向こう

側へと掘り下げることなのである。アレントがベンヤミン論の中で述べているように、「ギ

リシアのポリス
．．．

は、我々がポリティクスという語を使う限り、我々の政治的実存の根底に

―すなわち、その海底に―存在し続けるだろう」2。 

ハイデガー自身の思索は「それ自体に特有の性質を掘り出す」ということによって特徴

づけられるが、そのハイデガーのように、アレントの思考も「根底へと降り立とう」とす

る欲求に、何か「豊かで奇妙な」ものを雛形としてではなく、政治の本性に関する我々の

最も凝り固まった先入観を疑問に付す方途として運び上げようとする欲求に駆り立てられ

ている。『人間の条件』のような書物の価値は、この書物が公的領域（そこに何を入れ、そ

こから何を外しておくか、あるいはより率直に言えば、誰
．
を入れ誰

．
を外しておくか、とい

うこと）に関して提示しているように思われるいかなる処方箋
．．．

にも見出されるべきではな

い。むしろその価値は、この書物が我々に提示する「純粋な」プラクシスの微光に、すな

わち哲学的な概念化とそれに続く非‐本質化に先行するプラクシスの微光に見出されるべ

きなのである。こうした企ては、かなり具体的で非規範的な目標をもっている―アレン

トから引用するならば、この企てはギリシアやローマの「非‐哲学的な文学…詩や演劇や

歴史や政治に関する書物」からの膨大な「蒸溜」を通して進行するが、「その表現は概念的

思考の領域ではない明るみの領域へと経験を引き上げる」3。ジョージ・ケイテブの言葉に

よれば、この企ては「これまで一度も為されなかったことを為す」ことを目指している。

この企ては、「「目的それ自体」と―すなわち、一定の（失われた、あるいは忘却された）

生のあり方と―見做された政治的行為の意味
．．

の哲学的説明を与えること」を目指してい

る4。 

しかし、なぜ「海底まで向かい」、「豊かで不思議なもの」を探す必要があるのだろうか。

なぜ「純粋な」プラクシスの微光を与えることはそれほど重要なのだろうか。アレントの

解体的な方策（そして私は「解体的」というこの言葉をデリダ的な意味ではなく、ハイデ

ガー独自の意味で用いる）を理解するために、プラトンからマルクスに至る政治思想の「偉

大な伝統」に関するアレントの読解について一言か二言、述べておかねばならない。とい

うのも、こうした読解―『人間の条件』にも、『革命について』や『過去と未来の間』の

諸論考にも見出せる読解―を念頭に置いてこそ、アレントの政治的行為論や公的領域の

構想、そして（最後になったが）アレントがハイデガーに知的に負っているものの意味を、

我々は理解することができるからである。  

 

 

Ⅱ. 『人間の条件』のハイデガー的な題材  

 

『人間の条件』においてアレントは、政治的行為がある定められた公的空間（例えば、

アテネの集会やアゴラ）で複数の人々によって為されるものとして、いくつかの還元不可

 
2 Ibid., p.204. 
3 Hannah Arendt, Between Past and Future (New York: Penguin Books, 1977), p. 165. 
4 George Kateb, Hannah Arendt: Politics, Conscience, Evil (Totowa, NJ: Rowman and Allenheld), p. 7. 
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能な特徴をもつと論じている。第一に、政治的行為は市民的な対等性あるいは無‐支配、

ギリシア人の呼ぶところによれば「イソノミア」を前提とする。このことが意味するのは、

本来的に政治的で公的な空間は強制や暴力の欠如（例えば、主人が奴隷に加えるようなそ

れや支配者がその国民に押し付けるそれ）によってではなく、プラトンおよび（プラトン

ほどではないが）アリストテレスが自らの政治哲学によってギリシアの政治世界に導入し

ようと望んだ一種の権威主義的なヒエラルキーの欠如によって特徴づけられる、というこ

とである。  

第二に、政治的行為は行為者たちの真の複数性―すなわち、「公的な事物」を異なった

パースペクティヴから見る極めて多種多様な個々の市民たち―を前提とする。アレント

が述べるように、「公的領域のリアリティは無数のパースペクティヴや側面が同時に現前

していることに依拠している…」5。そのようなパースペクティヴは所与ではなく、（我々

が今日そう考えたがるような）自らの「アイデンティティ」やアフィニティ・グループに

相関する要素でもない。むしろ、そのようなパースペクティヴは個々の見解の明示化であ

り、その明示化は活動的に形成することと他者たちと意見を交換することによってのみ生

じる。アレントは次のように書いている。「意見は決して集団には属さず、もっぱら個々人

に属す…。〔意見は〕人々が自由な仕方で相互に交流し、自分たちの見解を公的にする権利

をもつところならどこでも生じるであろう」6。ドクサ
．．．

とは、リアリティに関する真の知識

と完全な無知や非‐存在との間のどこかにある、現れの欠如態ではない7。ドクサとはむし

ろ、政治的な
．．．．

仕方で共存することにとって不可欠な媒体なのである。  

第三に（以上の二点から導かれることとして）、政治的行為の本質的な様態は説得として

の言論［persuasive speech］である。議論や熟議、そしてレトリックによってこそ、政治的

な対等者たちは交流し何をするか決定するだけでなく、自分たち―その唯一無二のアイ

デンティティ―と自分たちが共有する世界に関する各々の理解を露わにする。これこそ、

世界開示的かつ自己開示的なものとしての行為という、アレントの第一のテーマである。

それは、アレントが、本性上、本質的に開示的
．．．

あるいは露呈的であること（現存在
．．．

の現
．
［Da 

of  Dasein］）としての人間存在というハイデガーの構想から確かに借りているテーマである  

8。

しかしながら、言論と行為の露呈的性格に対するアレントの力の篭った強調によって本質

的な要点が曖昧になってはならない。その要点とは、説得としての言論―集会における

討論や広場における政治的な議論、そしてあらゆる種類の組織的な熟議に見出されるよう

な種の言論―が市民的対等者たちの世界に相応しい政治的行為の、唯一の様式であると

いうことである。よく知られているように、政治的行為に関するアレントの構想の全体―

その大部分はペリクレス期アテネの話好きな政治世界から引き出されている―は、あら

ゆる種類の暴力や強制やヒエラルキーを、際立って政治的な
．．．．

関係の領域の外側に位置づけ

るものである。  

第四に、政治的言論―目的=終わりの定められていない討論や複数的な対等者たちの

 
5 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 1958), p. 57. 
6 Hannah Arendt, On Revolution (New York: Penguin Books, 1977), p. 227. 
7 Plato, Republic, 474b-480. 
8 Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (New York: Harper and Row, 

1962), section 43. 
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熟議として理解される―は、「厳密に言えば」、政治についてのものである。すなわち、

政治的言論とは（少なくとも暗に含まれていることとしては）、法律や組織の構造―言う

なれば、特定の公的‐政治的世界の構成―についてのものである。  

こうした、「政治の内容は政治である」という主張は逆説的であるような印象を受ける。

この主張をアレントの批判者たちの多くは、「純粋な」あるいは「自己充足的［self-contained］」

な行為や公的領域の構想に対するアレントの誤った強調による議論倒れ［ the reductio ad 

absurdum］として見做している。〔ただし〕次のように理解するならば、この主張から受け

る逆説的な印象は少なくなるだろう。すなわち、アレントは、まずもって市民たちの公的

および私的な
．．．．．．

自由―その対等性［equality］は言うまでもない―を可能にする法的かつ

組織的な構造について論じているのである、と。政治的言論とは、このような（組織的に

明示化された）公的世界の創造や保存、健全さについての言論である。もちろん、「社会的

な」関心事はそれ自体として重要である。しかし、我々の公的世界の憲法の構造が「中央

集権的な行政府」によって攻撃されている現在のアメリカにおいて、以上のように公的‐

政治的世界へと焦点を狭く絞ることは、おそらく完全に見当違いというわけではないだろ

うv。 

第五そして最後に、以上のように理解された政治的行為―複数の対等者たちの、憲法

によって明示化された公的領域で行われ、その健全さとこのまさしく「自由の空間」への

気遣いに関わる言論と行為として―は、アレントが〔人間事象に〕染み渡る「脆さ
．．

［frailty］」

と呼ぶものに晒されている。人間的条件の基本的な事実は政治的世界を全面的に覆い尽く

す。政治的行為者として、我々は「常に他の行為する存在者たちの間で、彼らと関係しつ

つ動く」のである。それゆえ、アレントが気づかせてくれるように、政治的行為者は「決

して単に「行う者」であるだけでなく、常に同時に「被る者」でもある」。まさしく、「行

うことと被ることは同じ硬貨の表裏のようである…」9。 

こうした政治的行為の二重の性質はアレントが政治的行為の「無際限さ」と呼ぶものか

ら湧き出る。公的空間の中のいかなる行為も無制限な結果を生み出し、たとえいかなる政

治的行為も「あらゆる反行為が連鎖する反行為になり、〔そうした連鎖の〕あらゆる過程が

新たな過程の原因である」環境の中へと作用するということだけが理由であるとしても、

そうなのである10。それゆえ、公的領域においては、「一つの行い、そして時には一つの言

葉でさえ、あらゆる布置を変えてしまうのに十分である」。こうした政治的行為の無際限さ

は、行為が、もし達成するとしても、めったにその目標を達成しないということの理由で

ある。アレントはこうした行為の次元をそのはっきりとした無益さ
．．．

［futility］と呼ぶ。最後

に、行為の無際限さ―それ自体、複数性という文脈における行為の出来に基づく働き―

は帰結の内在的な不可予見性を生じさせる。行為―「あらゆる布置を変え」そして「潜

在的に「無際限な」結果」を創る能力をもつ―がどのような結果になるかということを

前もって知ることは決してできないのである。  

まとめるならば、行為を特徴づける結果の無益さ、無際限さ、不確実さは、行為があら

 
9 Arendt, The Human Condition, p. 190. 
10 Ibid. 
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ゆる人間的な活動の中で、最も儚いわけではないとしても、最も脆いものの一つであるよ

うに思わせる。 実際、プラトンとアリストテレスの時代から哲学者が政治的行為を「再コ

ード化［re-coded］」し、作ること
．．．．

［making］や製作
．．

［fabrication］viを複数性という人間の条件

に根源的に基づいた活動の形態〔＝言論と行為〕に置き換えてしまったのは、まさにこの

脆さや儚さ―そしてそれらが生み出した道徳的責任の明らかな欠如―のためだった。

プラクシスをポイエーシスの一形態として扱い、政治的行為者を、他の行為者と相互的に

行為する行為者というよりも孤独な職人のように扱うことによって、西洋哲学の伝統は行

為に伴う様々な「災い」の多くを排除することに成功した。アレントが『人間の条件』に

おいて最も重要な一節で論じているように、  

 

思考の人々にとってと同様に、行為の人々にとっても常に大きな誘惑であったのは、人間事象の

領域が行為者たちの複数性に内在するでたらめと道徳的無責任さから逃れることを願って、行為

の代替物を見つけることであった。有史以来ずっと提示されてきた諸々の解消法の著しい単調さ

は、この問題の基本的な単純さの証左となっている。一般的に言えば、そのような解消法は常に、

行為の災いからの隠れ家を、一人の人間があらゆる他者たちから離れて最初から最後まで自らの

行いの主人に留まることのできる活動〔＝制作〕に求めている。こうした、制作を行為に置き換

えようとする試みは、「民主主義」に抵抗する議論の全体にはっきりとしており、〔さらには〕こ

うした議論がより首尾一貫し、より理路整然とするならば、それは政治の本質［the essentials of  

politics］に抵抗する議論に転化してしまう 11。  

 

『人間の条件』において、アレントは「行うことの代わりに作ることを置く伝統的な代

替［the traditional substitution of  making for acting］」と呼ぶものの重要さをかなり強調してお

り、それにちなんで中心的な節（第 31 節）の表題を冠してさえいる。そして、上で引用し

た一節の最後の行が示すように、アレントは「複数性という人間の条件」に対するそのよ

うな反抗が引き起こす根強い反民主的な結果についても同様に強調している。 「行為の災

い」―「その結果の予見不可能性、そのプロセスの不可逆性、およびその行為者の匿名

性」―のすべては、「公的領域である現れの空間の必要条件としての複数性という人間の

条件」から生じる。以上からアレントは次のように結論づける。「この複数性を撤廃しよう

とする試みは、常に公的領域それ自体の撤廃に等しい
．．．．．．．．．．．．．．．．．

」12。 

アレントの論じるところによれば、プラトンこそが、伝統的で息の長い「行うことの代

わりに作ることを置く代替」を始めた。製作という、始める者が自ら開始した過程の主人

であり続ける活動から見るならば、プラトンは（アレントによると）、職人の専門知識と政

治家や支配者の政治的知恵の間に体系的なアナロジーを描いた最初の人物であった。職人

のように、知恵があり道徳的な支配者は、いかなる行為が始まるよりも前に、自分が達成

したいこと―具体的なリアリティにもたらしたい理念―を「知っている」。プラトンの

超越的イデア論の全体は、その洞窟の比喩と同様に、政治的行為者と自らの生産物を最初

 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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に理想または青写真として「見て」、それからそれを具体的に現実化しようと取り掛かる製

作者との間に、こうしたアナロジーを描こうとする試みに他ならないのである 13。 

プラトンが理解していたように、製作という図式の中では、知識
．．

は実行
．．

という活動と全

く異なっている。ペリクレス期の民主主義的なアテネ市民たちは思考と行為の統一を（「ア

マチュアの」、非専門家の仕方で）例証したのに対し、プラトン的‐哲学的な概念化は、

これら二つの能力の根本的な分離―そしてヒエラルキー的階級を前提とした。プラトン

的な意味での支配者は政治的および道徳的知識を（学知［science］あるいは知識というか

たちで）独占した。知ること
．．．．

と行うこと
．．．．

は、二つの別々のものとなり、後者は前者が命令

したことの「道具的な」実施に還元されてしまった。真理や正義に関する理論的に規定さ

れた（「学知的」）言説から「実践」や行為を演繹したり導出したりするという関係を前

提にするあらゆる試みは、実際のところ、プラトン的な基本図式を、そしてそれに伴って

「行うことの代わりに作ることを置く伝統的な代替」を何度も繰り返してしまうだろう。  

以上の理由によってこそ、アレントは「行うことの代わりに作ることを置く伝統的な代

替」が古代哲学だけでなく現代をも特徴づけたと主張することができるのである。そして

ここから、アレントはさらに一般的な主張をするようになった。すなわち、人間事象の「脆

さ」を克服し、「行為の災い」を避けたいという欲求は哲学的に非常に強く、「プラトン以

来の政治哲学の大部分は、政治から完全に逃れるための理論的基礎と実践的な方法を見つ

けるための様々な試みとして容易に解釈されうる」 14。 

こうした主張―多かれ少なかれプラトン以来の政治哲学の「非本来性」をはっきりと

告発することとともに―においてこそ、伝統に対するハイデガーの「解体的」なアプロ

ーチの、アレントによる最も根源的で示唆的な活用に出会うのである。  

ハイデガーのように、アレントは、伝統的な哲学が「本来的な」実存［Existenz］（ある

いは際立って人間的な生）の（ある意味で）中心である生の領域に対して異質な隠喩を投

影してきたと考えた。ハイデガーにとって、この領域は自分自身の存在への個的な気遣い

であり、日常的生の気散じや「配慮しつつの没入」から根本的に区別される必要のある実

存の次元である。アレントにとってはこの領域が公的領域であり、すなわち日常生活の自

動化（生物学的および経済学的な再生産）が克服され、「超越」―他者たちと行う自発的

行為の世界的な形式―が達成される自由の領域である。このように考えるならば、アレ

ントは実際、『存在と時間』の中心的な区別を「空間化」し、際立って人間的な自由を公的

領域に位置づけたと、すなわち日常的な活動が行われる社会的領域と「自己への気遣い」

が行われる私的領域に対して位置づけたと理解することができる。  

その一方で、伝統的な哲学は個々の実存の「根拠なき」自由も他者たちと行為すること

の「根拠なき」自由も認めることを拒否した。代わりに、伝統的な哲学は、個人の行為と

政治的な生活の両方を先導するために、間違いなく安全な形而上学的な基準（あるいは「第

一原理」）を導入することを好んだ。伝統的な哲学は、政治的な行為を何か内在的な価値を

もつものとしてではなく、最も好ましい場合でも「より善い（とされている）もの」を実

 
13 Arendt, The Human Condition, pp. 225-226. 
14 Ibid., p. 222. 
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現するための単なる手段として考えた 15。この意味で、哲学―形而上学または「根拠の学」

として理解されたそれ―は、人間的自由の非主権的性格に背を向け、空想とは言わない

までも、支配や管理というイメージを追い掛けることを好んだ。換言すれば、アレントは

ハイデガーの基本的な主題―根拠なき実存的自由の代わりに存在の「根拠づけられた」

支配を置く伝統的な代替―を採用し、それを西洋政治哲学の基準に適用した。そうする

ことでアレントは、行為や複数性、および公的‐政治的領域の非主権的自由が根強く排除

されてきたことを暴露する。アレントが「自由とは何か」という論考の中心的な一節で論

じたように、  

 

伝統的な哲学の概念的な枠組みにおいて極めて理解し難いのは、いかにして自由と非主権性が共

存できるか、あるいは言い換えると、いかにして非主権性という条件下で自由が人々に与えられ

てきたのか、ということである。実際のところ、人間の非主権性という事実のゆえに自由を否定

することは、人は―個人であれ集団であれ―主権的である限りで自由でありうると信じるこ

とが危険であるのと同様に非現実的である…。人間の条件の下では、それが〔一人の〕人間では

なく〔複数の〕人々が地球に生きているという事実に規定されているがゆえに、自由と主権とは

同時に存在することさえできないほどにほとんど同一でない。人々が自由であることを望むなら

ば、まさしく主権こそ人々が断念しなければならないものである 16。 

 

さて、アレントがここで何かに向かっていることは認められるとしても、アレントは自

らの主張をひどく誇張していると異論を呈してもよいかもしれない。確かに、プラトンと

西洋哲学の伝統がもつ一定の「反‐政治的」脈絡は公的領域の気まぐれと人間の複数性か

ら生まれる不確実性から逃れたがった。プラトンや西洋哲学の伝統は明らかに、政治の世

界と自分が支配する者たちの性格形成を完全に支配するような、職人や主権者のイメージ

を好む。しかしながら、全体としての伝統とは「プラトンからマルクスまで」なのだろう

か。アレントはいかにしてそのような主張をすることができるのか。  

ここで認めねばならないのは、アレントがニーチェとハイデガーによる西洋哲学のメタ

ナラティブの影響下にあって、哲学はプラトン主義であるという考えに屈したということ

である。ホワイトヘッドの有名な寸言―「あらゆる哲学はプラトンの注釈である」―

は別としても、西洋政治哲学の伝統がそれほど簡単に還元されうるということはほとんど

明白でない。プラトンは確かにその伝統の形成に多大な影響力をもっていたかもしれない

が、その伝統の内部には明らかに、少なくとも部分的に政治と複数性を共に考えるための

―間違いなくアレントが知っていたように、アリストテレスから始まる―資源が存在

する。 

しかしながら、一定の〔西洋政治哲学の伝統をプラトン主義に還元するという〕一元化

にも拘らず、ハイデガーに触発されたアレントによる伝統の読解は概ねのところ的を射て

いると思われる。正典を愛する政治理論の教授（私のような）でさえ、伝統の大半―フ

 
15 Ibid., p. 229. 
16 Arendt, Between Past and Future, pp. 164-165. 
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ランス革命以前のヨーロッパ文化の大半のように―は明らかに反‐民主主義的かつ反‐

平等主義的であることを認めざるを得ない。再三に渡って、そうした伝統の大半はヒエラ

ルキーだけでなく、人間の最も根強い道徳的、政治的な諸問題への答えの一式―それを

多元主義者よりは内在的な一元主義者にしようとする精神の習慣―の合理主義的なキメ

ラを擁護してきた。結果として、そうした伝統の大半は習慣的に、無知や相対主義、道徳

的無責任が伴う活動の領域と同一視することで、公的領域や意見の交換を過小評価してき

た。 

これは明らかにプラトンの場合である。しかし、基本的な傾向は、アウグスティヌス、

ホッブズ、ヘーゲル、マルクス〔の場合〕でも明確に現れている。彼らはすべて、人間の

複数性あるいは「ドクサ的な」（意見に基づく）合理性をほとんど軽蔑する。複数性や公的

領域に対する、こうした「科学的」（あるいは信仰に基づいた）過小評価から抜け出してい

る思想家たち―モンテスキュー、トクヴィル、ミルが思い出されるだろう―は一般的

に哲学者ではなく、または公的な自由よりは私的な自由に関心をもっている。マックス・

ウェーバーのような「非哲学的」思想家でさえ、ちょうど政治的権力を完全に「主権」モ

デルに照らして（すなわち、「自らの意志を他者に強制する」能力として）考えるように、

政治的行為を性格上、本質的に戦略的なものとして考えているということも驚くべきこと

ではない。公的領域における対等な市民たちの議論、熟議、および判断は、こうした思想

家たちの思考の中に―もしあるとしても―ほとんど場所をもたない。このようなこと

は市民的共和党の伝統に関しても当て嵌まる。市民の伝統は、公的自由の重要性を主張す

ることでよく知られているが、しかし自由を愛する市民たちの政体が軍事的にも道徳的に

も団結しなければならないという主張でもよく知られている。  

西洋の伝統において政治的自由と公的領域は独特な運命を耐え忍んできた。これらは、

行為と判断を独占する支配者の有利になるよう括弧に括られたり（プラトンやホッブズの

場合）、「異教の」価値として否認されたりした（アウグスティヌスや、ローマ的な「世俗

性［worldliness］」に対するキリスト教の論争のように）17。あるいは、政治的自由と公的領

域は、第二の地位へと降格させられることもある（コンスタンやミル、一般的な自由主義

の場合）。もしくは、積極的な価値として主張されたとしても、団結した、強く、道徳的に

均質な市民体の有利になるような、人間の複数性の抑制に付随するものとされもする。  

マルクス主義はこうした、複数性と公的領域を過小評価する伝統的に深く根付いた傾向

からほとんど逃れられない。マルクスは「労働」概念の中にプラクシスや人間の相互行為

というカテゴリーを吸収しただけではなかった。マルクスはまた、階級区分の超越（資本

主義の転覆とブルジョア階級の支配によってもたらされた）が社会全体の明確で明白な「一

般的利益」の自発的出現に影響を及ぼすと考えた。政治的なものの領域の全体は「いかな

る料理人によっても」実行可能な「事物の管理」に還元することができる。アルブレヒト・

ヴェルマーが正しく認識しているように、マルクスとマルクスの伝統では一般に、自由の

 
17 Augustin, The City of God, trans. Gerald G. Walsh et al. (New York: Image Books, 1958), pp. 110-114; 308-311; 

321-322; 437-471. 
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制度化の問題についてはほとんど関心が払われていない 18。 

 

 

III. ハイデガーが制作主義的形而上学に囚われていること 

 

以上のように、複数性はどの部分を調べようとしても、伝統においてはうまくいってい

ない。主権的意志のイメージ、単一の道徳的真理のイメージ、または道徳的に均質な「民

衆」のイメージは、政治的生のこうした極めて重要な次元を適切に評価するには我々の伝

統の中であまりに大きく立ちはだかっている。ゆえに、マーガレット・カノヴァンが「人

間の複数性とその間に広がる政治的空間の強調」を「アレントの政治思想の最も際立った

特徴」19として指摘したことは全くもって正しい。  

こうした強調は特徴的であるだけではない。それはその含意において革命的であり遠大

でもある。アレントが気づかせてくれたように、公的領域は現象学的に構成されているが

ゆえに、そこには支配者と被支配者の区別はない。そこには「主権的な」人々、すなわち

民族
．．

［the Volk］のような「集合的主体」もプロレタリアートもいない。複数的な（個々の）

市民たちとして、我々は自分たちの間にあるもの―組織的にされた公的領域―によっ

て呼び集められている。この領域は我々を「結び付けると同時に切り離す」のであり、そ

れはテーブルがその周りに座る人々にとってそうであるのと同じである。こうした結び付

けと切り離しによって意見の形成は可能となり、意見―それはアレントが賞賛する話好

きの政治の本質である―は個々人がもつものであり、集団や集合的主体がもつものでは

ない20。 

アレントの思想における複数性という際立った特徴は即座に問いを投げかける。もしこ

の観念によってアレントが政治哲学一般の過度に「プラトン的な」伝統と区別されるなら

ば、アレントはとりわけ、その師であるハイデガーとも区別されるのではないだろうか。  

この問いに対する答えは、間違いなく「是」である。というのも、ハイデガーは、古代

ギリシアの存在論の「制作主義的［productionist］」性格に注意を払いつつ、プラクシスとポ

イエーシスの間の区別の重要さに確かに気づいており、それは 1927 年のマールブルク講義

にまで遡ることができるが、ハイデガーにおける本来的実存の観念はしっかりとした相互

行為の次元を驚くほど欠いている（ハイデガーが共存在を人間的実存の構造的性格として

同定したにも拘らず）からである。もし、ジャック・タミニオーが示唆したように、ハイ

デガーにおける本来的実存対非本来的実存という観念がアリストテレスによる区別の活用

に基づくならば、それは、人間の複数性と相互行為―アレントが「言葉と行いの共有」

と呼ぶもの―の重要さを押し流してしまうものであるということになる21。『存在と時間』

第二篇（ある意味において、第一篇の関係的で反デカルト的な存在論と相反する）に見出

 
18 Albrecht Wellmer, “Reason, Utopia, and the Dialectic of Enlightenment” in Habermas and Modernity, edited by 

Richard J. Bernstein (Cambridge, MA: MIT Press, 1985). 
19 Margaret Canovan, Hannah Arendt: A Reinterpretation (New York: Cambridge University Press, 1992), p. 205. 
20 Arendt, On Revolution, p. 227. 
21 Jacques Taminiaux, Heidegger and the Project of Fundamental Ontology (Alberny: State University of New York Press, 

1991), p. 126. 
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されるような、本来的現存在のおおいに個人主義的な性格は、第五章（時間性と歴史性）

に現れる「本来的」共同体で再登場する。本来的自己の役割を担う単一の民族というイメ

ージは、悪名高い「学長就任演説」（1933）に、そして『形而上学入門』（1935）にも再び現

れている22。 

これらのテクストにおいてハイデガーはますます、本質的に思索的な機能を国家に帰す

る思想家として浮上する。すなわち、特定の歴史的な人物たちの唯一無二の生が光の下に

もたらされる空間を「明らめること［clearing］」を国家に帰する民族（国家）主義的な思想

家として浮上するのである。歴史的な人物たちの「世界」はその政治的組織のうちで明ら

かになる。その法律、その慣習、その制度は単に「公的な」世界を明示化するだけではな

い。それらは、その文化全体の存在論的地平を辿る。それゆえ、ハイデガーにとって（ア

レントにとってそうであるように）政治的組織とは「開示の空間」であるが、可能な限り

最も根本的（「根源的」）な意味での「開示の空間」である。ハイデガーによる 1942〔-1943〕

年のパルメニデス講義に見られる定式化は政治的組織のこうした思索的‐存在論的な機能

に鋭く焦点を絞る。  

 

ポリスとは何か。ポリスとは、ポロスであり、すなわち旋回軸［pivot］であり、諸々の存在者の

間でギリシア人のために開示されたあらゆるものを特有の仕方でその周りに引き付ける場である。

こうした場として、旋回軸は、それらの関与の全体性にしたがって、諸々の存在者をその存在に

おいて現れさせる。旋回軸は、諸々の存在者をその存在において作ることも創造することもなく、

旋回軸として、それは諸々の存在者の全体の非覆蔵性の場である…。ポリスと存在の間の、同一

の根源的な諸法則という関係23。 

 

こうした構想は、ハイデガーが（『芸術作品の根源』（1936）で）「作品の内へ真理を置き

据える」と呼んだものの例としてポリスの観念に関連する。真の芸術作品は表象すること

も表現することもしない。むしろ、真の芸術作品は「歴史的な民族の世界を開示する」。ハ

イデガーが述べるように「一つの作品であることは一つの世界を設定することを意味す

る」  

24。 

それゆえポリスは、そのような「世界開示的」な芸術作品の、唯一無二で、確かに特別

な具体例である。そのようなものとして、ポリスは、市民的対等性という組織的‐法律的

な文脈における市民たちの相互行為―実践［praxis］―によって可能になるのではない。

むしろポリスは、想像しうる限りで最も基礎的で不気味なポイエーシスの具体例なのであ

る。ポリスとは一人の創造者の作品であり、その創造者は polemos に、すなわち自然や神話

という暗い背景との対決に参与し、ハイデガーが「大地」と呼ぶ、周囲の暗闇の間で人間

的世界―開示の空間―を創造しようともがく。根源的なアゴーンは、対等でありなが

らも闘技的な市民たち（これは『人間の条件』においてアレントが「貴族的［aristocratic］」

 
22 Ibid. pp. 133-136. 
23 Martin Heidegger, Parmenides, trans. André Schuwer and Richard Rojcewicz (Bloomington: Indiana University 

Press, 1992), pp. 95-96. 
24 Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art” in Poetry, Language, Thought, trans. Albert Hofstadter (New 

York: Harper and Row, 1971), p. 44.  
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ⓒ Heidegger-Forum vol.14 2020 

 142 

あるいはギリシア的と呼ぶ観念）の間のものではない。それはむしろ、「世界」と「大地」

の間のアゴーンであり、「覆蔵性」と「非覆蔵性」の間のアゴーンである。1935 年にハイデ

ガーはこの対立について次のように書いている。  

 

この対立こそが、これまで聞かれず、言われず、そして考えられてこなかったものをまずもって

企投し発展させる。この戦いはその創造者や詩人たち、思索家たちや政治家たちによって維持さ

れる。圧倒的な混沌に対して、彼らは自分たちの作品という障壁を設置し、そして自分たちの作

品の中で彼らはそのように開示された世界を捉える。これらの作品とともに、根本的な力、すな

わちピュシスはまずもって立ち現れるのである。現在においてこそ、存在者は存在者そのものに

なる。この世界‐構築が本来的な意味での歴史である 25。 

 

そのような世界開示的あるいは世界構築的なポイエーシスは様々な形式をとることがで

きる。それは、思想家や詩人、司祭や劇作家の言葉において起こりうる。しかし、既に指

摘したように、最も重要なのは、都市国家の創設者―新しいポリスという形式で政治的

な世界を生み出した「孤独な」人物―である。というのも、ポリスとは「歴史的な場所

であり、その中で歴史が起こり、そこから歴史が起こり、そしてそこのために歴史が起こ

るところのそこ〔現〕だからである」。ハイデガーの論述によれば、そのような根本的で創

設的な始まりが起こりうるのは、「力を用いること」を意志し、「創造者として、行為する

人々として、歴史的な存在者において卓抜したものになること」を意志する「暴力の人々」

がいる限りである。そのような人々―ソフォクレスのテセウスのような創設者―は厳

密に言えば、没ポリス的であり、「都市も居場所もなく、孤独で奇妙で異質である」 26。 

私がこれらの箇所を引用したのは、ハイデガー自身が、ギリシア的存在論の「制作主義

的」な先入見を主題化するにも拘らず、ポイエーシスの魅力に（「根源的」なかたちである

とはいえ）屈したからである。「詩的な」創設‐立法者が自らの孤独で半神的な仕事を為す

に伴って、複数性と対等性は消し去られてしまう。ハイデガーは、ソフォクレスを出発点

として援用しながら（具体的には、アンティゴネーの最初の合唱歌を解釈しながら）驚く

ほどマキャベリやルソーを思わせる「結論」に到達している。結局のところ、あらゆるも

のが一人の創設‐立法者の有効性に依存するのである。その創設‐立法者なしでは、いか

なるポリスもいかなる共和国も存在しえず、それ自身の世界に発展しえない。  

こうした、創造的で根本的に詩作的な暴力をもつ「孤独で奇妙で異質な」人物の強調ほ

ど、憲法制定に関するアレントの構想からほど遠いものはない。『革命について』でアレン

トは、解放に伴う暴力を抑圧から区別し、その一方では新しい（法律的かつ組織的に明示

化された）「自由の空間」の憲法創設に先立つ討論や熟議や議論から区別する。アレントに

とってはそのようにしてアメリカの創設者たちは範例的な偉業を成したのであり、またそ

のようにしてアレントは政治的言論の典型的な具体例としてフィラデルフィアで開かれた

憲法制定会議における創設者たちの討論に賛同しつつそれを参照する。換言すれば、複数

 
25 Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, trans.Ralf Mannheim (New Haven: Yale University Press, 1959), 

p. 62. 
26 Ibid. 
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性と対等性は創設の原‐政治的［ur-political］な瞬間にさえ伴うのである。このことは、ハ

イデガーからだけでなく、フランス革命やマルクス的な革命の伝統（こうした伝統は始ま

りの暴力を強調する）からの、そして西洋の政治史思想の伝統全体（そこでは「創設の立

法者」という神話が極めて大きく膨張する）からの顕著な「逸脱」である。  

複数性は新しい「自由の空間」の維持だけでなく、まさしくその創設をも特徴づけるの

であるが、そうだとすれば複数性をアレントの専売特許的な考えとして主張することは安

全ではないのではないだろうか。  

この問いに答えるならば、私は部分的にカノヴァンに賛同したい。伝統という文脈で見

ると、そして実存哲学については言うまでもなく、アレントは人間的複数性の擁護者であ

り、政治的生そのものの尊厳の擁護者である。それでもやはり、注意しておかねばならな

いのは、アレントの「複数性」概念には複数の重大な限界
．．

［limits］があるということであ

り、それはアレントが懸命に活用し克服しようと苦心した伝統にアレント〔自身〕を結び

付けたままにしてしまっている限界である。  

ここで、権威主義的体制のスペクタクルにも共産主義的体制の没交渉主義［privatism］に

も還元されていない、公的領域における人間的複数性の「パースペクティヴ的」な効果を

思い出すことは有益である。『人間の条件』においてアレントは次のように述べている。  

 

公的領域のリアリティは無数のパースペクティヴと側面の同時的な現前に依拠しており、そこで

は共通世界が現前し、そのためのいかなる共通の尺度や公分母も考案されえない。というのも、

共通世界とは万人にとって共通の集合地ではあるが、〔そこで〕現前する人々はその中で異なった

位置をもち、二つの物体が同じ位置にあることができないように、ある人の位置が他者の位置と

一致することはありえないからである。他者たちに見られたり聞かれたりすることが重要である

のは、あらゆる人々が異なった場所から見聞きするという事実があるからである。これこそが公

的に生きることの意味であり、この生活に比べれば、最も豊かで最も満足のいく家庭生活でさえ、

そこに居合わせる諸々の側面やパースペクティヴとともに自らの位置を延長させたり増加させた

りすることができるだけである。…物事がその同一性を変えることなく様々な側面から多くの

人々によって見られ、そうしてその周りに集まった人々が自分たちは全き差異において同じもの

を見ているということを知っている限りでのみ、世界的なリアリティは真に、そして安定的に、

現れることができる27。 

 

さて、この一節は明らかに、「差異」を擁護する非常に多くの論者たちの捉え難い道標で

ある「統一なき共同」を理解する方途を提供している。しかしながら、アレントのパース

ペクティヴ的な、擬似ニーチェ的な定式は二つのことに依存している。第一に、既に示唆

したように、アレントの定式は共有された世界、一つの「人工物」、法的そして組織的に明

示化された公的‐政治的世界を前提にしている。第二に―こちらのほうがより問題含み

なのだが―アレントの定式は、〔人々が〕公的精神をかなりの程度もっているということ

が現前するということを前提とする。後者のみが、共通世界における我々の様々なパース

 
27 Arendt, The Human Condition, p. 57.  
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ペクティヴが「意見」（「個々人の」というアレント的な意味で）という称号に値するよう

保証する。それなしでは、議論や熟議や意見を重視する豊かな政治の潜在的な具体化は流

産に終わり、その結果、より広く馴染み深い、多元的な利害関心やアイデンティティを重

視する政治で終わってしまうことになる。  

自由主義者たちが一般に多元主義として指示するものを避けながら、複数性に基づいた

［plurality-based］政治を望んでいるという点でアレントを批判することは可能である。こ

れは、政治に関するいかなる堅強な共和主義的観念（こうした観念は確かにアレントのそ

れである）も取り組まねばならない「現実主義的な」反論である。しかし、私は複数性／

多元主義という区別を、いま一歩前に進め、アレントの本当の問題が次の点にあるのでは

ないということを主張したい。すなわち、アレントは、我々が公的‐政治的世界に参加す

る際に、我々の経済的な利害関心や集合的な利害関心を括弧に括ることを求めるが、この

ことはアレントの本当の問題ではないのである。これ〔利害関心を括弧に括って公的世界

に参加すること〕は、分別ある善き市民のすべてが努力する何かであり、〔そして〕部分的

には、我々の皮肉な多元主義的民主主義においてこの上ないほど染み渡っている、公的領

域への搾取的／戦略的なアプローチに対する衝撃的な応答である。  

そうではなく、より深い問題は、真の（そしてより根強い）道徳的多元主義を承認する

余地をほとんど残さないような、複数性の政治的定式化に関わっている。アレントは、政

治的存在者としての我々の自己理解が人間
．．

［homme］と市民
．．

［citoyen］の間の区別を克服する

（我々を隔てるあらゆる差異からの「人間的解放」というマルクス的幻想）ような世界を

ほとんど望まない。しかし、アレントが確かに望むのは、その中で強い市民性［citizenship］

が、そしてそれを維持する「自由の慣習［free moeurs］」（トクヴィル）が明晰判明な道徳的

優位性をもつ世界である。我々の魂への気遣いではなく、「世界への気遣い［ care for the 

world］」が枢要な熱意であるべきなのである。  

これは、申し分なく妥当な道徳的態度である。しかしながら、この態度は、我々の世界

ではびこる実利主義と食い違うだけではない。それはまた、多くの人々が自分たちの究極

的で最も持続的な道徳的コミットメントと見做しているものとも食い違う。その要点をア

リストテレス的な用語で言い表すならば次のようになる。すなわち、「公的世界への気遣い」

（アレントがこの言葉で言い表しているように）は、善き生の展望、そして公的な自由へ

の愛着を前提とするが、我々のますます宗教的になりつつある（そしてますます個人化し

つつある）文化においてこうした展望や愛着を共有していると言える人々はほとんどいな

い。市民性はその輝きを失い、そしてそれを取り戻すためにできることはほとんどない。

多様な公的世界についてのアレントの展望が、「複数性」という表現を、「公的な事柄」へ

の強靭な市民的、組織的コミットメントを共有する人々に制限する限り―我々の公的世

界の断片的で分裂した性格や道徳的な不一致の深さ、そして様々な「価値目録［ tables of  

value］」の多様さに立ち向かわない限り―アレントの展望を我々が生きる現代の「暗い時

代」に適用することには明確な限界が存在することになるだろう vii。 
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訳注 
 
i 斜体で記入されていることからしてアレントの用語を援用したものだと思われるためこのように

訳した。アレント自身は reaction を次のように用いている。「行為は、どこからともなく発せられる

が、一つの環境の中へと行われ、そこではあらゆる応答行為［reaction］が一連の応答行為となり、

あらゆる〔応答行為の連鎖の〕過程が新しい過程の要因となる。行為は自分自身で行為できる存在

者たちに向けて行われるがゆえに、応答行為は常に、反応［response］とは異なって、自立した他

者たちに影響を与える一つの新しい行為である」（The Human Condition: 190）。  
ii pluralism は一般に「多元主義」と訳されるためそのように訳すが、本稿の文脈ではアレントの政治理論にお

ける「複数性（plurality）」との連関でも用いられていると考えられ、必ずしも自由主義的な多元主義と同義で

はないので注意が必要である。ヴィラの著作『アレントとハイデガー』からアレントの「複数性」概念を最も端的

に特徴づけている箇所を引用しておこう。「したがって複数性は、単に理解や合意を獲得する大規模な過程

の「所与」ではなくて、むしろアレントにとっては、起源であるとともに目標であり、行為や判断の必要条件で

あるとともに達成なのである」Dana R. Villa (1996) Arendt and Heidegger: The Fate of the Political, Princeton 

University Press, p. 70. （青木隆嘉訳 （2004） 『アレントとハイデガー  ―政治的なものの運命』、

法政大学出版局）。  
iii 原語は deconstructive であり「脱構築的」と訳すことが一般的であるが、本稿でヴィラはこの語をデリダ的では

なくハイデガー的な意味で用いたいと述べているので、「解体的」と訳す。  
iv アレントがこの論考でベンヤミンとハイデガーの類似性を指摘している箇所を引用しておこう。「それと気づく

ことなく、ベンヤミンは実際のところ、彼のマルクス主義の友人たちの弁証法的な狡猾さよりも、生きた目や生

きた骨に対するハイデガーの驚くべき感覚とより共通するものをもっていた。その生きた目や生きた骨とは、

真珠や珊瑚に変貌させられ、またそのようにして、新しい思想の「致命的な衝撃」によって解釈されながら、

それらの文脈に暴力を加えることによってのみ、現在へと救出され引き上げられうる」（Men in Dark Times: 

201）。 
v 本稿では現在のアメリカの政治状況に応答するかたちで「政治の内容は政治である」という主張

があえて強調されているが、ヴィラ教授は政治そのものだけがアレントにおける政治の内容である

とは考えていない。『アレントとハイデガー』（1996）では、1972 年 11 月に開催された学会（“The 

Work of Hannah Arendt”）におけるアレントの返答を引用することで、アレントにおいて「政治の内

容」は政治や世界だけに限らないことが論じられている。アレントの返答の一部を引用するならば、

「生は絶え間なく変化し、そして話し合われるべき物事も絶え間なく存在します。どんな時代でも

共に生きている人々は公的なものの領域に属す問題―「公的に話し合うに値する問題」―をも

っているものです。そういった問題がそれぞれの歴史的な瞬間に何であるかということは、おそら

く全く異なっています」（Villa, 1996; 160）。アレントによると例えば、中世の場合では神が、タウ

ンホールでは町のどこに橋を架けるかといった問題が時代時代の「公的に話し合うに値する問題」

でありえた。ヴィラ教授が 1996 年の時点ではこの点を強調したのは、アレントにおける政治や公

的空間の無内容性に対する 80 年代の批判に応答するためである。なお、この学会における質疑応

答は、メアリー・マッカーシー、リチャード・バーンシュタイン、ハンス・ヨナス、アルブレヒト・

ヴェルマーなど、豪華な参加者の間で繰り広げられておりとても興味深い。今日では以下の編著に

すべて収録されている。Hannah Arendt, Thinking Without A Banister: Essays in Understanding 1953-1975, Jerome 

Kohn ed. (Schocken Books, 2018): 443-475. 
vi アレント自身もしばしば用いる表現であり、基本的には「制作」（work, Herstellen）と同義である。 
vii 本稿は、ハイデガー・フォーラム第十四回大会の二日目（2019 年 9 月 29 日）に特別講演（共催：

日本アーレント研究会）として発表された原稿の完成版を訳出したものである。講演原稿および完

成版に関してヴィラ教授とのやり取りを続けてくださった奥井剛氏にこの場を借りて心より御礼

を申し上げたい。 


